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2009 ᐕ 7 ߣ 2011 ᐕ 2 ߦቇౝߩฦ⎇ⓥ⑼╬ࠍኻ⽎ߦ FDTA ⎇ୃߦ㑐ߔࠆⷐᦸࠍ⺞ᩏ
2㧕 ࿖ౝᄖߩ⺞ᩏ㧦ᗲᇫᄢቇ㧚Ꮊᄢቇ㧘ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ㧘หᔒ␠ᄢቇ㧘ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ㧘ਛ࿖ᷡ⪇ᄢ
ቇ㧘㚅᷼ᄢቇ㧘㖧࿖࠰࠙࡞ᄢቇ㧘ࠪࡦࠟࡐ࡞ᄢቇ㧘ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ㧘☨࿖ࠞ
ࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇࡃࠢᩞ㧘ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇ㧘ࡑࠨ࠴ࡘ࠶࠷ᄢቇ㧘ࠬ࠲ࡦࡈࠜ࠼ᄢቇ
ߥߤࠍ⸰⺞ᩏޕ
߹ߚFD 㑐ㅪߩቇળߢࠆPOD (Professional and Organizational Development
Network in Higher Education) ᐕᰴᄢળ㧔2008㧕߿㧘ਛ࿖ᷡ⪇ᄢቇ㧔2008㧕㧘㚅᷼ᄢቇ㧔2010㧕
ߩ࿖㓙ળ⼏ߦෳട
3㧕 ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ╬ߩ㐿
(1) ╳ᵄᄢቇർᶏᄢቇ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⻉ߩ࠻ࡦࡔࡊ࠶ࡠࡌࠖ࠺࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊޟ
⋧ޠ2009 ᐕ 7  27~28 ᣣ㧘╳ᵄᄢቇ㧧30~31 ᣣ㧘ർᶏᄢቇ
(2) ╙ 12 ࿁ർᶏᄢቇ࠰࠙࡞ᄢቇวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓಽ⑼ળޟᄢቇߢߩቇ⠌ߩ⾰ࠍ߆ߦߒߡ
㜞ࠆ߆ޠ2009 ᐕ 11  19~21 ᣣ㧘࠰࠙࡞ᄢቇ
(3) ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ࿖㓙ࠦࡠࠠࡘࡓ International Colloquium on Assessing the Impact of
Educational Development Practice, 2010 ᐕ 9  21~22 ᣣ㧘࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ
(4) ╙ 13 ࿁ർᶏᄢቇ࠰࠙࡞ᄢቇวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓಽ⑼ળޟᣂઍߩቇ⠌ࠨࡐ࠻ޠ2010 ᐕ
11  26 ᣣ㧘ർᶏᄢቇ
4㧕 ᣂߒ⎇ୃߩ⎇ⓥ㐿⊒㧦ᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔2009 ᐕ 9  4~5 ᣣ㧕ߥߤߢ㧘ᰴߩ
ࠬ࠹࠶ࡊߩᣂ FD ࡊࡠࠣࡓߦߟߡ⎇ⓥޕᄢቇ㒮↢ะߌ PFF (Preparing Future Faculty)⻠ᐳ
ߣਛၷᢎຬะߌᢎ⢒ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻⎇ୃߦὶὐࠍ⛉ࠅ㧘ߘߩ⎇ୃౝኈࠍ㐿⊒
5㧕 ᣂߒ⎇ୃߩታᣉ㧦⸥ߩ⎇ⓥ㐿⊒ࠍฃߌ㧘એਅߩᣂ⎇ୃࠍ⹜ⴕ
(1) ╙ 1 ࿁ UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣ
ߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆㧘2010 ᐕ 3  18~24 ᣣ
(2) ╙ 2 ࿁ UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣ
ߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆㧔ᄢቇ㒮ㅢᬺ㧕
㧘2010 ᐕ 7  21~27 ᣣ

(3) ╙ 2 ࿁ᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᄢቇᢎຬߩᬺോߣᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ޠ
㧘2010
ᐕ 10  22~23 ᣣ
6㧕 ቇౝᄖߩ FD ᡰេ㧦ᧄቇߩ᳓↥⑼ቇ㒮㧘ஜ⑼ቇ㒮ஜቇ⑼㧘ㄘቇ⎇ⓥ㒮㧘Ꮏቇ⎇ⓥ㒮㧘ක
ቇ⎇ⓥ⑼㧘↢⑼ቇ⎇ⓥ㒮ߥߤ㧘ቇᄖߢߪᧅᏻᏒ┙ᄢቇ㧘ᧅᏻᄢ⼱ᄢቇ㧘ᚭᄢቇ㧘᧲੩ක⑼ᄢ
ቇߥߤߩ FD ࠍᡰេ
7㧕 ౝ FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ⸳┙
(1) 2009 ᐕ 10  8 ᣣߦർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ⸳┙✚ળࠍ㐿ޕ2010 ᐕ 2 ߦߪද⼏ળ
ࡎࡓࡍࠫࠍ┙ߜߍ
(2) 2010 ᐕ 9 ߦද⼏ળෳടᩞࠍኻ⽎ߦ FD ╬ߩታᣉ⁁ᴫ߅ࠃ߮ⷐᦸߦߟߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
(3) 2010 ᐕ 10  20 ᣣߦ╙ 2 ࿁ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ✚ળࠍ㐿ࡑ࠹ޕ࠶࡚ࠪࡦ
ߢฦᩞߩ FD ᵴേߩ⚻㛎ࠍ
8㧕 ࠕࡦࠤ࠻ࠪࠬ࠹ࡓ߅ࠃ߮ᬺ㐿ᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩዉ
(1) 2009 ᐕߦࠝࡦࠗࡦࠕࡦࠤ࠻ࠪࠬ࠹ࡓࠍዉᵴ↪㧔ቇ↢⺞ᩏࠕࡦࠤ࠻㧘ࠢࠬᜂછࠕ
ࡦࠤ࠻㧘නߩታ⾰ൻߦ㑐ߔࠆᢎຬࠕࡦࠤ࠻ߥߤ㧕
(2) 2010 ᐕߦޟᬺ㐿ෳⷰᡰេࠪࠬ࠹ࡓޠ
㧔ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ㧕ࠍዉޕ2010 ᐕᐲ߆ࠄోቇᢎ⢒⑼
⋡ߦ߅ߡᬺෳⷰᐲࠍ㐿ᆎ
9㧕 TA ⎇ୃࡑ࠾ࡘࠕ࡞ᡷ⸓╙ 3

ࠍೀⴕ

10㧕 ᢎ⢒୶ℂ✁㗔ࠍోቇ FD ߦ⚵ߺㄟߺ㧘⫥↪ࡈ࠶࠻ࠍᚑ㈩Ꮣ
11㧕 ᬺႎ๔ᦠ㧔ᧄᦠ㧕ࠍᚑ
ߎࠇࠄߩᚑᨐߩ߁ߜ㧘4㧕ᣂߒ⎇ୃߩ⎇ⓥ㐿⊒㧘5㧕ᣂߒ⎇ୃߩታᣉ㧘7㧕ౝ FD ࡀ࠶࠻ࡢ
ࠢߩ⸳┙߇㧘ᧄᬺߩਛᔃ㗄⋡ߢࠆߦ․ޕ㧘5㧕ߢታᣉߒߚޟᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)
⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆ߣޠਛၷᢎຬะߌ FDޟᄢቇᢎຬߩᬺോߣᢎ⢒ᡷༀࡑࡀ
ࠫࡔࡦ࠻ߪޠ㧘ో࿖ߢ߽ೋߡߩ⹜ߺߢ㧘ᓟߩᣣᧄߩ FD ⎇ୃߦᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߢࠈ߁ޕ
੍▚߿ੱຬߩ㒢ࠄࠇߚਛߢᓟߩ FD ࠍ߆ߦዷ㐿ߒߡⴕߊ߆ߪ㧘ߤߩᄢቇߦߣߞߡ߽ᖠߺߩ⒳ߢ
ࠆޕታലᕈߩࠆ⎇ୃࠍ⛮⛯⊛ߦታᣉߔࠆߎߣߪߐࠄߦ࿎㔍ߢࠆᧄޕႎ๔ᦠߦ␜ߒߚవㅴ⊛ߥ FD
߇ߎߩࠃ߁ߥ⻉㗴ߩ⸃╷ߣߥࠅ㧘ᣣᧄߩᄢቇߩߐࠄߥࠆ⊒ዷߩၮ␆ࠍ▽ߊߎߣࠍᦼᓙߒߚޕ
㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴ ᢎ
㜞╬ᢎ⢒㐿⊒⎇ⓥㇱ㐷㐳
⚦Ꮉ ᢅᐘ
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ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ (2011)

1㧚ർᄢဳ FD ߩචᐕ
ർᶏᄢቇߢߪ 10 ᐕએ೨߆ࠄ㧘ోቇ⊛ߥ FD ߣߒߡԘᣂછᢎຬ⎇ୃળԙᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊԚ
ోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળࠍታᣉߒߡ߈ߚోߪࠄࠇߎޕ࿖⊛ߦߡ߽వ㚟⊛ߥข⚵ߢ㧘․ߦԙᢎ⢒ࡢࠢࠪ
࡚࠶ࡊߪർᄢဳ FD ߣߒߡో࿖ߦ᥉ߒߚߩߘޕᱧผߦߟߡ㧘㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲ὐᬌ
⹏ଔႎ๔ᦠ㧔2008.3㧕ߦߪᰴߩࠃ߁ߦ⸥ߐࠇߡࠆޕ
ݎᢎຬߩᢎ⢒ᛛⴚ⢻ജߩะߦ㑐ߔࠆข⚵
Ԙᧄቇߦ߅ߌࠆᦨೋߩోቇ⊛ߥᢎຬ⎇ୃߣߒߡ㧘1995 ᐕ 11 ߦޟᣂછᢎቭ᱑ㄫ⺑ળࠇࠊⴕ߇ޠ㧘
1999 ᐕ߆ࠄޟᣂછᢎቭ⎇ୃળߣޠฬ⒓ࠍᄌ߃㧘Ფᐕ㧢ߩ㐿ቇ⸥ᔨᣣߦ㐿ߐࠇߡ߈ߚୃ⎇ޕౝኈ
ߪ㧘(1)ᑪቇߩ⚻✲߿ᢎ⢒ℂᔨ╬㧘ᧄቇߦߟߡߩℂ⸃ࠍഥߌࠆߎߣ㧘(2)ᢎ⢒ℂ⺰ߩၮ␆㧘ᢎ⢒ᡷ㕟
ߩേะ㧘ᢎ⢒ᴺߩᡷༀ╬㧘ᄢቇᢎຬߣߒߡᔅⷐߥ⚛㙃㧘(3)࿖ኅോຬߩ୶ℂ㧘ࠢࠪࡖ࡞ࡂࠬࡔ
ࡦ࠻㧘ቇ↢߳ߩࠞ࠙ࡦࡦࠣ╬㧘࿖┙ᄢቇߩᢎຬߣߒߡ⍮ߞߡ߅ߊߴ߈ߎߣߥߤߢࠆޕ
ԙ1998 ᐕ 11 㧘ో࿖⊛ߦ߽వ㚟⊛ߥ╙㧝
࿁ߩวኋᒻᑼߩోቇ⊛ߥᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ
࠶ࡊ߇ⴕࠊࠇߚޕቇౝᄖ߆ࠄ⚂ 40 ੱߩෳ
ട⠪߇㓸߹ࠅ㧘⎇ⓥㇱᢎຬࠍਛᔃߣߒߚ
࠲ࠬࠢࡈࠜࠬߩᡰេߩ߽ߣ㧘ᾲᔃߥ⎇
ୃ߇ⴕࠊࠇߚޕ⠉ 1999 ᐕ 11 ߦߪ╙㧞
࿁ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ⴕࠊࠇ㧘ߎߩᒻ
ᑼߩ FD ߇ർᄢߦቯ⌕ߒߚ ߩߎޕFD ߪ㧘
ᢎ⢒ߩߚߩ⍮⼂߿ᛛᴺߩ৻ᣇ⊛ߥ⻠⟵
ߢߪߥߊ㧘ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊᒻᑼߢෳട⠪
߇⸛⺰ࠍㅢߒߡᢎ⢒ߩᣂߒࡄ࠳ࠗࡓ
߿ࠬ࠲ࠗ࡞ࠍഃㅧߒߡߊߣߎࠈߦ․ᓽ
߇ࠆߩߎޕᚑᨐߪ㧘㜞╬ᢎ⢒ߩኾ㐷
߿ࡑࠬࠦࡒߦ߽ขࠅߍࠄࠇ㧘ో࿖⊛ߥ
㗀ࠍࠎߛ⚻ߩୃ⎇ߩߎޕ㛎ࠍ߽ߣߦ㧘
ޟർᶏᄢቇ FD ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ޡ߇ޠ㜞╬
ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞╙ޢ㧣ภ㧔2000㧕ߦឝタ

࿑Υ ᢎ⢒⹏ଔߩ᭴ㅧ

ߐࠇ㧘ᄙߊߩᄢቇߢ↪ߐࠇߚޕ

2001 ᐕᐲ߆ࠄߪ㧘ᧅᏻ߆ࠄ㆙ߊ㔌ࠇߚᄹᳯ᷷ᴰߩ㓒㔌ߐࠇߚⓨ㑆ߢᢎ⢒ߩߦ㓸ਛߔࠆ FD ࠍ
ⴕ㧘2007 ᐕᐲ߹ߢߦቇౝ߆ࠄ⚂ 350 ੱ㧘ቇᄖ߆ࠄ 60 ੱએ߇ෳടߒߚޕቇౝߢߪ᳓↥ቇㇱ߿ᱤ
ቇㇱ㧘ቇᄖߢߪ᧲ർᄢቇ߿ᒄ೨ᄢቇ╬ߩ FD ߩ┙ߜߍߦදജߒ㧘ో࿖ߩᄢቇ߆ࠄ⸰⠪߇⸰ࠇ㧘
ⷐ⺧߇ࠇ߫⻠Ṷߦะ߈㧘ࠣ࡞ࡊቇ⠌ࠍၮᧄߦߒߚർᄢဳ FD ߇ో࿖ߦ᥉ߒߚޕ
ߎߩ 10 ᐕ㑆ߩᚑᨐࠍᬌ⸽ߒߡ㧘2007 ᐕᐲ߆ࠄߪ㧘ᣂછᢎຬ⎇ୃળߣᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍ⛔ว
ߒ㧘ᣂછᢎຬਛᔃߩวኋᒻᑼߩᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍᐕ㧞࿁ⴕ߁ߎߣߦߒߚޕ
Ԛਗⴕߒߡ㧘ోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળ߇ 1998 ᐕ߆ࠄ㐿ᆎߐࠇߚߪࠇߎޕ㧘TA ߩࠍ৻⒳ߩᢎ⢒ࠗࡦ
࠲ࡦࠪ࠶ࡊ㧘
ࠆߪ᧪ߩᢎຬߩ㙃ᚑ(PFF: Preparing Future Faculty)ߩߚߩ FD ߣߣࠄ߃㧘

֣1 ֣
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(1)ᄢቇᢎ⢒ߩၮ␆㧘(2)ోቇᢎ⢒ߩ⿰ᣦ㧘(3)ኾ㐷ᢎ⢒ߦㆶరߢ߈ߥၮ␆⊛ߥᢎ⢒ᛛⴚ㧘ᔃ᭴߃㧘
ᢎ⢒ℂ⺰㧘(4)ᜂᒰߔࠆ⑼⋡ߩᢎᴺߩℂ⸃ߣߣ߽ߦ㧘(5)TA ⋧ߩᵹࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ
2003 ᐕᐲ߆ࠄ 3 ᐕ㑆㧘TA ⎇ୃߩࠅᣇߦߟߡߩ⎇ⓥળߢలታߩᣇ╷ࠍᬌ⸛ߒ㧘2004 ᐕᐲ߆
ࠄ TA ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍᚑ㧘2006 ᐕᐲߦߪࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍౠሶߢೀⴕߒ㧘HP ߦ߽㐿ߒߚୃ⎇ޕળࠍ
లታߒ㧘ᬺ⑼⋡ߩಽ⑼ળߪ 12㧘ෳട⠪ߪ 200 ੱએߦߥߞߚޕหᐕ㧘ోቇᢎ⢒ߩ TA ⚻㛎ࠍ߽
ߟᄢቇ㒮↢ߣ㧘ߘߩᜂᒰᢎຬߦኻߒߡ TA ߩߣᗧ⼂ߦߟߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕߞߚޟޕTA
ߩනൻࠍޠផㅴߒ㧘ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠠࡖࠕߣߒߡߩ⾗ޟᩰൻࠍޠᬌ⸛ߒߡࠆޕㄭᐕ㧘TA ⎇ୃ
ߩ㊀ⷐᕈ߇ઁᄢቇߢ߽⼂ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠅ㧘
ർᄢߩ⎇ୃࠍቇ߱ߚߦ⸰ߔࠆᄢቇ߇Ⴧ߃ߡࠆޕ
ోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળߦߪ㧘ߘߩᐕᐲߩ TA ᜂᒰ੍ቯ⠪ߩ߁ߜ㧘⎇ୃળࠍୃੌߒߡߥ⠪ోຬߦ
ෳടࠍ᳞ߡࠆޕᓟߪ㧘⎇ୃળߩోㇱ㧔ోળ㧘⑼⋡ߏߣߩಽ⑼ળ㧕ࠍୃੌߔࠆ⠪ߩᲧ₸ࠍߐ
ࠄߦะߐߖࠆᣇ╷ࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ԛో࿖ߦవ㚟ߌߚ e-࠾ࡦࠣߩ⎇ⓥߣታᣉ߽⎇ⓥᚑᨐߩ৻ߟߢࠆޕ2002 ᐕᐲߩ e-Learning ⎇
ⓥળߢ㧘ᒰᤨߩ⇇ߩታᖱࠍ⺞ᩏߒ㧘◲නߥᯏ⢻ࠍߔࠆ㐷↪ߩ⹜㛎⊛ߥࠪࠬ࠹ࡓߣߒߡ㧘
HuWeb ࠍ㐿⊒ߒ㧘2002 ᐕ 10 ߆ࠄ↪ࠍ㐿ᆎߒߚࠅ߹ޕᐢߊትવߪߒߥ߆ߞߚ߇㧘↪⑼⋡
ᢙ 100㧘ᢎຬ 200 ੱ㧘ቇ↢ߪ 2,000 ੱࠍ߃㧘ቇౝߢߩ e-࠾ࡦࠣߩ᥉ߦ⽸₂ߒߚޕ
Ԝ2006 ᐕᐲߦߪ㧘⎇ⓥᆔຬળFD ᚢ⇛㨃㧳ߢ㧘ᓟߩ FD ߩࠅᣇߦߟߡ㧔ႎ๔㧕ࠍ߹ߣߚޕ
(1)ᣂછᢎຬਛᔃߩోቇ FD㧘(2)ኾ㐷ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆฦㇱዪߢߩ FD㧘(3)ోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળ㧘(4)
ฦㇱዪߢߩኾ㐷ᢎ⢒ߩ TA ⎇ୃࠍలታ㧘(5)TA ߩනൻࠍផㅴ
FD ߣߒߡߩᬺෳⷰ㧘ᬺ⎇ⓥ㧘ᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣࠍౕൻ
FD ߩౝኈࠍ⏕ߦߔࠆߚ㧘ᢎ⢒୶ℂ✁㗔⡯ോ✁㗔ߦߟߡᬌ⸛
ᧅᏻࠠࡖࡦࡄࠬߢඦ೨ඦᓟ 1 ᣣ߆ߌߡⴕࠊࠇࠆԘᣂછᢎຬ⎇ୃળߪ 2006 ᐕᐲߢ⚳ੌߒ㧘ቇᄖߢ
1 ᴱ 2 ᣣߩวኋᒻᑼߢⴕࠊࠇࠆᣂછᢎຬะߌԙᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦ⛔วߐࠇߚޕԘᣂછᢎຬ⎇ୃળ
ߩෳട⠪ߪ 1998~2006 ᐕᐲߢ⸘ 705 ੱߦࠅ㧘ኻ⽎ߣߥࠆᣂછᢎຬߩ 53㧑߇ෳടߒߚ㧔࿑ 1㧕ޕ
࿑ 1 ᣂછᢎຬ⎇ୃળෳട⠪ᢙ

ᣂછᢎຬ⎇ୃળෳട⠪
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ෳട⠪ኻ⽎⠪(ᣂછ)
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ෳട₸(%)(᛬ࠇ✢)

66.7

160

ෳട⠪
ኻ⽎⠪(ᣂછ)
ෳട₸(%)
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ԙᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߪ㧘13 ᐕ㑆ߢ 17 ࿁ߩෳട⠪⚥⸘߇ቇౝ߆ࠄ 524 ੱ㧘ቇᄖ߆ࠄ 95 ੱߦࠅ㧘
ቇౝᄖߢ FD ߩ᥉⊒ዷߦᄢ߈ߥ⽸₂ࠍߒߚޕቇౝߢߪකᱤᎿ᳓↥ቇㇱߥߤ㧘ቇᄖߢߪᒄ೨
⑺↰ጊᒻᄢቇࠍߪߓ㧘㆙ߊߪᄢಽᄢቇකቇㇱ߹ߢᄙߊߩᄢቇߢർᄢဳ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ታᣉ
ߐࠇߡࠆޕ
ೋᦼߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢߪ㧘ฦㇱዪߩᢎോᆔຬ㐳ࠄ߇㓸߹ࠅ㧘
ޟ21 ♿ߦ߅ߌࠆർᄢߩᢎ⢒ޠ
ޟർ
ᶏᄢቇߩᢎ⢒ᚢ⇛ߩߤߥޠᄢ߈ߥ࠹ࡑߢ⼏⺰ߒ㧘ߘߩਛ߆ࠄ᳓↥ቇㇱߩ✵⠌⦁ࠍ↪ߒߚࡈࠖ
࡞࠼㛎ቇ⠌ߥߤᣂ⑼⋡ߩࠕࠗ࠺ࠖࠕ߇↢߹ࠇߚޕ
ߘߩᓟߪෳട⠪߇ᣂછᢎຬਛᔃߦߥࠅ㧘ᬺ⸳⸘ࠪࡃࠬߩᦠ߈ᣇߩᜰዉࠍၮᧄߣߒߡ࠲ࡦࠗޟ
ࠢ࠹ࠖࡉߥᬺޠ
ޟㆡಾߥᚑ❣⹏ଔޠ
ޟWeb ࠍ↪ߒߚᬺޠ
ޟනߩታ⾰ൻޠ
ޟ㝯ജࠆᬺޠ
ޟe࠾ࡦࠣޠ
ޟᢎ⢒୶ℂߤߥޠᬺߩ႐ߦහߒߚ࠹ࡑࠍឝߍߡ߈ߚ㧔࿑ 2㧕
ޕ
ዊࠣ࡞ࡊ⸛⺰߇ᬺߩᚻᴺߣߒߡቇౝߦᐢߊ᥉ߒߚߎߣߪԙᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ⽸₂ߣ߃
ࠆޕኾಽ㊁߿ㇱዪࠍ߃ߚ㧘ᣣ㗃ᵹߩߥหߣߩળ߽㧘ᧄࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ㝯ജߩ৻ߟߣ
ߥߞߡࠆޕᄙ᭽ᕈ߇ᡷ㕟ߩේേജߣߥࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ
࿑ 2 ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔ోቇ FD㧕ෳട⠪ᢙ
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
⚥⸘

ቇౝ
37
32
34
31
32
33
32
30
25
39
28
28
31
32
28
29
23
524

ቇᄖ
2
6
11
9
5
8
4
7
8
֣
6
֣
7
֣
13
2
7
95

ᣣ
11.27~28
11.26~27
11.17~18
11.16~17
11.8~9
11.7~8
11.5~6
11.11~12
11.10~11
6.8~9
11.9~10
6.6~7
11.7~8
6.5~6
11.6~7
6.4~5
11.5~6

႐ᚲ
⌀㚤ౝ
ቯጊᷧ
ᦺ㉿
ᄹᳯ↸
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห
ห

֣3 ֣

࠹ࡑ
21 ♿ߦ߅ߌࠆർᄢߩᢎ⢒ࠍߑߒߡ
ᢎ⢒ᯏ㑐ߣߒߡߩർᶏᄢቇߩᚢ⇛
ࠗࡦ࠲ࠢ࠹ࠖࡉߥᬺߩ㐿⊒
৻⥸ᢎ⢒⑼⋡ߩ⸳⸘
ㆡಾߥᚑ❣⹏ଔߦߟߡ
ᬺߩ⸳⸘
Web ࠍ↪ߒߚᬺߩ⸳⸘
නߩታ⾰ൻࠍߑߔᬺߩ⸳⸘
නߩታ⾰ൻߩᣇ╷
නߩታ⾰ൻࠍ⋡ᜰߒߡ
නߩታ⾰ൻࠍ⋡ᜰߒߡ
㝯ജࠆᬺࠍ⋡ᜰߒߡ
㝯ജࠆᬺࠍ⋡ᜰߒߡ
ᬺࠍᄌ߃ࠆ e-࠾ࡦࠣ
ᬺࠍᄌ߃ࠆ e-࠾ࡦࠣ
ᬺ⸳⸘ߣᢎ⢒୶ℂ
ᬺ⸳⸘ߣᢎ⢒୶ℂ
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ోቇFDෳട⠪
80

13

6

70

7

9

60
ੱᢙ

50
40

2

6

30
20
10

37

11

9

5

8

4

7

8

67

59 60

ቇᄖ
52

ቇౝ

32 34 31 32 33 32 30 25

0

Ԛోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળߪ㧘ർᄢဳ FD ߩᱧผߩਛߢ߽․╩ߔߴ߈ᚑᨐߣ߃ࠆޕ
ోቇᢎ⢒ߢߪ㧘ലᨐ⊛ല₸⊛ߥᬺᡷༀߣ㧘ᄢቇ㒮↢ߩ᧪ߩࠠࡖࠕߦᔅⷐߥᢎ⢒⢻ജߩ⢒ᚑ
ࠍ⋡ᮡߣߒߡ㧘⚵❱⊛♽⊛ߦ TA ߩᵴ↪ࠍផㅴߒߡ߈ߚޕ
ᴺੱൻએ㒠㧘ੱઙ⾌ߩᷫ߇⺖㗴ߣߥࠅ㧘ኾછᢎຬᢙߪోቇᐔဋߢ 7.5㧑ᷫዋߒ㧘ోቇᢎ⢒ߦ߅
ߡ߽㕖Ᏹൕ⻠Ꮷណ↪ࠦࡑᢙ߇߅ࠃߘ 50㧑ᷫዋߒߚ߇㧘TA ណ↪ᢙߪ㧘ోቇߩหᗧࠍᓧߡ㧘1998ψ2010
ᐕᐲߦ㧘ߩߴੱᢙߢ 4.4 㧘੍▚✚㗵ߢ 2.5 ߦჇ߃ߚ㧔࿑ 3㧕
ޕ
ోቇᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ TA ߩᵴ↪▸࿐ߪ㧘10 ᐕ೨ߦߪਥߦ⥄ὼ⑼ቇ㧔ၮ␆㧕ታ㛎ߦ㒢ࠄࠇߡߚ߇㧘ߘ
ߩᓟᬌ⸛ࠍㅴ㧘৻⥸ᢎ⢒Ṷ⠌㧘⺰ᢥᜰዉ⻠⟵㧘ጁୃ⠪ 70 ੱ㧔ᒰೋߪ 100 ੱ㧕એߩᄢੱᢙ⻠⟵㧔✚
ว⑼⋡㧘ਥ㗴⑼⋡ߥߤ㧕߿㧘ᖱႎቇ㧘ᄖ࿖⺆ CALL ᬺߥߤࠬ࠲ࠫࠝဳᬺߦ߽ᄢߐࠇߚޕ
࿑ 3 ోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળෳടୃੌ⠪ᢙߣ TA ណ↪ߩߴੱᢙ੍▚✚㗵ߩផ⒖
TA ߩ
TA ੍▚
ኻ⽎
ෳട
ୃੌ
ෳട₸
ୃੌ₸
ᣣᤨ
✚㗵
⠪ᢙ
⠪ᢙ
ߴੱᢙ
⠪ᢙ
1998
162
55
34.0%
55
34.0% 3.23
233 17,122,950
1999
125
64
51.2%
64
51.2% 3.16
217 15,880,650
2000
158
51
32.3%
51
32.3% 3.23
234 15,708,300
2001
216
80
37.0%
58
26.9% 4.5
324 19,108,900
2002
252
108
42.9%
93
36.9% 4.5
400 19,816,200
2003
269
136
50.6%
120
44.6% 4.4
427 21,335,800
2004
340
209
61.5%
165
48.5% 4.6
506 24,028,200
2005
374
201
53.7%
162
43.3% 4.6
577 25,770,150
2006
443
243
54.9%
242
54.6% 4.5
798 34,474,200
2007
379
202
53.3%
168
44.3% 4.4
672 34,578,600
2008
334
220
65.9%
194
58.1% 4.4
812 38,703,750
2009
361
215
59.6%
192
53.2% 4.6
857 39,696,000
2010
414
278
67.1%
230
55.6% 4.6
1,023 43,004,100
⚥⸘
3,827 2,062
53.9% 1,794
46.9%
439.1%
251.1%
㧖ኻ⽎⠪㧦ߘߩᐕᐲߩోቇᢎ⢒ TA ᜂᒰ੍ቯ⠪ߩ߁ߜ㧘⎇ୃળࠍୃੌߒߡߥ⠪
㧖ෳട⠪㧦⎇ୃળߩ৻ㇱ㧔ඦ೨㧦ోળ㧕ߦෳടߒߚ⠪
㧖ෳട₸㧦ෳട⠪ᢙ/ኻ⽎⠪ᢙߩ㧑
㧖ୃੌ⠪㧦⎇ୃળߩోㇱ㧔ඦ೨㧦ోળ㧘ඦᓟ㧦⑼⋡ߏߣߩಽ⑼ળ㧕ࠍୃੌߒߚ⠪
㧖ୃੌ₸㧦ୃੌ⠪ᢙ/ኻ⽎⠪ᢙߩ㧑
ᐕᐲ

֣4 ֣

(㕖Ᏹൕ
ࠦࡑᢙ)
660
664
665
685
686
707
710
669
578
501.5
443
404
388
58.8% 2010/98 Ყ
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93

120
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168 194 192

230

TA੍▚(⊖ਁ)

ୃੌඦ೨ෳടᣂછTAߩߴੱᢙ

ోቇᢎ⢒TA⎇ୃળୃੌ⠪੍▚╬ߩផ⒖

ୃੌ⠪
ඦ೨ෳട⠪
ኻ⽎(ᣂછ)
TAߩߴੱᢙ
(㕖Ᏹൕࠦࡑᢙ)

10

TA੍▚(⊖ਁ)

5

0

0

ߘߩ⚿ᨐ㧘TA ߩណ↪ᢙߪߩߴජੱࠅ㧘߁ߜᣂછ TA ߇⚂ 400 ੱߣߥࠅ㧘ᦨㄭߩ TA ⎇ୃળߪୃੌ
⠪⚂ 230 ੱ㧔ୃੌ₸⚂ 55%㧕ߣ㧘ో࿖ߢ߽ߩߥⷙᮨߦᚑ㐳ߒߚ⥄ߦ․ޕὼ⑼ቇታ㛎㧘ᖱႎቇ㧘ᄖ
࿖⺆ CALL ᬺߥߤߢߪ㧘⑼⋡ಽ⑼ળ߽߈ࠊߡ⚵❱⊛ߢలታߒߚ⎇ୃߦߥߞߡࠆޕ
㧔⮮ ෘ㧕
٤ᰴઍဳᄢቇᢎ⢒⎇ୃࠪࠬ࠹ࡓ
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2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪
એߩർᄢဳ FD චᐕߩᱧผࠍ߰߹߃ߡ㧘㜞╬ᢎ⢒㐿⊒⎇ⓥㇱ㐷ߪᢎ⢒ᡷ㕟ቶߣㅪ៤ߒߡ㧘ᐔᚑ
20~22 ᐕᐲ✚㐳ቶ㊀ὐ㈩ಽ⚻⾌ᬺޟᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆ FD ߩల߮ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ
ߩᵴേᒝൻߦޠขࠅ⚵ߺ㧘ᧄቇߦ߅ߌࠆᰴߩ 10 ᐕߩᢎຬ⎇ୃߩࠅᣇࠍᮨ⚝ߒ㧘․ߦᄢቇ㒮ᢎ⢒ߦ
㊀ὐࠍ⟎ߚ㧘ᰴઍ FD ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒ࠍㅴߡ߈ߚޕ
ߎߩᬺߩⷐ㧔ᐔᚑ 22 ᐕᐲ㧕ߪ㧘એਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ᧄޤ⊛⋡ޣቇߩ 10 ᐕ㑆ߩ FD ᵴേߩ⚻㛎ࠍ߽ߣߦ㧘ᰴߩ 10 ᐕࠍᝪ߃ߡ㧘
(1)㧔ᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆ FD ߩల㧕ᄢቇ㒮ᢎ⢒ߦὶὐࠍ⛉ߞߚᰴઍ FD ࡊࡠࠣࡓࠍ㐿⊒ߒߡ㧘ฦ
⎇ⓥ⑼╬ߩ FD ᵴേࠍᡰេߔࠆߚ߹ޕ㧘ᢎ⢒ᵴേో⥸ߦ㑐ߔࠆၮᧄᆫࠍ␜ߒߚᢎ⢒୶ℂ✁㗔
ࠍߩޘᢎຬߦᶐㅘߐߖࠆޕ
(2)㧔ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળߩᵴേᒝൻ㧕2009 ᐕ 10 ߦ⊒⿷ߒߚർᶏ FDSD ផ
ㅴද⼏ળߩᵴേࠍᒝൻߒ㧘หߩ FD ᵴേߩડ↹㧘ᣂ FDSD ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒᥉ࠍㅴࠆޕ
ౕޣ⊛ߥᚑᨐ⋡ᮡޤ
Ԙోቇߩ FD ᵴേߩࠨࡐ࠻ࠍߔࠆߚᢎ⢒ᡰេቶ㧔FD ᡰេቶ㧕ࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
ԙౝߩᄢቇ㑆ߩදജࠍࠨࡐ࠻ߔࠆߚർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ HP ࠍ⸳⟎ߔࠆޕ
㧔H22㧦ࠕࠢࠬᢙߩჇട 50㧑㧕
Ԛᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩᚑᨐࠍ㐿ߔࠆߚߦႎ๔ᦠࠍᚑߔࠆ㧦ᰴઍ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘᧪ߩ
ᄢቇᢎຬ⎇ⓥ⡯ࠍ⋡ᜰߔᄢቇ㒮↢⇐ቇ↢ߩߚߩ⢻ജะ⻠ᐳ㧘ᬺᡷༀߩߚߩࠕࡦࠤ
࠻㧘ᰴઍ FD ࡊࡠࠣࡓ㧘ᶏᄖ࿖ౝ⺞ᩏႎ๔
ԛTA ⎇ୃࠍߐࠄߦలታߐߖࠆߚߦ TA ⎇ୃࡑ࠾ࡘࠕ࡞ᡷ⸓ ࠍශ㧘㈩Ꮣߔࠆޕ
Ԝᢎ⢒ᐲᡷ㕟߿⎇ୃߩᚑᨐࠍ⏕ߔࠆߚߦࠦࠕࠞࠠࡘࡓ 4 ᐕᰴࠕࡦࠤ࠻
㧔ታᣉߣႎ๔ᦠ㧕
ࠍታᣉߔࠆޕ
ԝᢎ⢒⠪ߣߒߡߩ୶ℂ✁㗔ࠍᐢߊ๔⍮ߔࠆߚߦᢎ⢒୶ℂ✁㗔⫥↪ࡈ࠶࠻ࠍᚑߔࠆޕ
2ņ1㧚ᰴઍ FD ⎇ⓥળ
ᧄᬺߩ⋥ធߩ⋡⊛ߪ㧘2 TA ⎇ୃߩల㧔ᄢቇ㒮↢ะߌ PFF ࡊࡠࠣࡓ㧕߿ 2 ਛၷᢎຬะ
ߌᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ FD ࡊࡠࠣࡓߥߤޟᄢቇ㒮ᢎ⢒ߦὶὐࠍ⛉ߞߚᰴઍ FD ࡊࡠࠣࡓߩ
㐿⊒ߣޠ㧘2 ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળߩᵴേᒝൻߦࠆޕ
ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߢߪߎࠇࠍ㧘2 ᢎ⢒୶ℂ✁㗔㧘2  ࠪࡃࠬ߅ࠃ߮ᬺߩᡷༀ㧘2IT ᵴ↪ᡰេ㧘
2IR ᵴേ㧘2 ቇ⠌ᡰេ㧘2OCW ᵴ↪㧘2 ࿖㓙ൻᡰេ FD ߥߤ㧘ߐ߹ߑ߹ߥቇ⠌ᢎ
⢒ᡰេߩข⚵ߣ㑐ㅪߠߌ㧘
ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ✚ߡߒߣޠว⊛ߦߣࠄ߃ߡ⎇ⓥࠍㅴߡ߈ߚޕ
ޟᰴઍ FD ⎇ⓥળߩޠᵴേߪ㧘એਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
20-1. ╙ 1 ࿁ᰴઍ FD ⎇ⓥળ
2008.5.15
1㧕 ർᄢߩฦㇱዪ FD ߩ⁁ߦߟߡ㧔කዊ⪇ᩐᔒ㧘ᱤ⧯ቁ㧘Ꮏ㚍
႐⋥ᔒ㧘᳓↥ᩙේ⑲ᐘ㧕㧖2008 ᐕᐲ߹ߢߦቇౝ 17 ㇱዪߢ FD ࠍታᣉ
2㧕 FD ߩో࿖⊛ߥ⁁ᴫߦߟߡ㧔ዊ═ේ㧕
3㧕 ߎࠇ߆ࠄߩ FD ߦߟߡ㨪☨࿖ߢߩ⺞ᩏ߆ࠄ㧔ർᶏᢎ⢒ᄢ ቝ↰Ꮉᜏ㓶㧕
20-2. ╙ 2 ࿁ᰴઍ FD ⎇ⓥળ 10:00~12:00, 13:00~14:15, 14:30~16:00
2008.11.13
(1) ႎ๔
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ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ (2011)

1㧕 ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ㧔ࠞ࠽࠳㧕TA Professional Development Days ╬ߩⷞኤ
߆ࠄ㧔ጊጯߺߤࠅ㧘ጊ↰㧘ἑฬᵄ㧕
2㧕 POD (Professional & Organizational Development Network in Higher
Education)㧔☨࿖ࡀࡉࠬࠞᎺ㧕㧘UMASS ╬ߩⷞኤ߆ࠄ㧔㧘⚦Ꮉ㧘
ዊ═ේ㧘㚍ᷨᄹ⟤㧕
3㧕 ☨࿖ߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ㨪ᶏጯࡌࠗࠛࠕߩႎ๔㨪㧔ቝ↰Ꮉ㧕
4㧕 ർᶏ FD ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓߩ᭴ᗐ㧔⮮㧕
(2) ⻠Ṷ Dr. Jody D. Nyquist (University of Washington), Center for
Instructional Development and Research’s (CIDR) Consulting Approach to
Enhancing Teaching and Learning at the University of Washington
(3) ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟർᄢߩᰴઍ FD ࠍ⸳⸘ߔࠆޠ㧔ࠣ࡞ࡊᬺߣ⊒㧕
20-3. ⎇ⓥળḰળว: 2008.6.20, 7.16, 2009.2.9
21-1. ቇౝߩฦ⎇ⓥ⑼╬ࠍኻ⽎ߦ FD ߦ㑐ߔࠆⷐᦸࠍ⺞ᩏ
2009.7
21-2. ᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᣂߒ⎇ୃߩᒻࠍ⋡ᜰߒߡޠ
2009.9.4~5
႐ᚲ㧦߆߽ጪ᷷ᴰ㧘ෳട⠪㧦18 ฬ㧔߁ߜቇᄖ߆ࠄ⻠Ꮷ 2 ฬ㧕
1㧕 ᰴߩ 10 ᐕߩ FD ߩ⺖㗴ߣዷᦸ㧔㒙ㇱෘ㧕
2㧕 ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⡯ോ✁㗔㧔ⴕേⷙ▸㧕ߦߟߡ㧔ᣂ↰ቁᒾ㧕
3㧕 ർᄢ FD ߩᱧผߣᧂ᧪㧔ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ 10 ᐕߩᱧผ㧘ቇౝߩ FD ߦ㑐
ߔࠆⷐᦸ㔛ⷐ㧘ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ㧕㧔⚦Ꮉ㧘ጊጯ㧕
4㧕 FD ߩᚻᴺ㨪࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߆ࠄ㧔⮮㧕㧧⧷⺆ߢᢎ߃ࠆᢎຬߩߚߩ FD
㧔⠀ౝ㧕
5㧕 ࠣ࡞ࡊᬺߣ⊒
22-1. ⎇ⓥળḰળว: 2010.5.27, 6.17, 7.15, 9.16, 10.13, 12.14
22-2. ቇౝߩฦ⎇ⓥ⑼╬ࠍኻ⽎ߦ FDTA ⎇ୃߦ㑐ߔࠆⷐᦸࠍ⺞ᩏ
2011.2
ߥ߅㧘2  ᶏᄖ࿖ౝ⎇ⓥ㧘24 TA ⎇ୃߩల߅ࠃ߮ 2 IT ᵴ↪ᡰេߦ㑐ߒߡߪ㧘એਅߩ
⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄ߦࠃࠆ⎇ⓥߣ߽ㅪ៤ߒߡ⎇ⓥ㐿⊒ࠍㅴߡ߈ߚޕ
ℂ♽ၮ␆ᢎ⢒ߩߚߩ✚ว⊛⎇ୃࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦⚦Ꮉ ᢅᐘ㧕
ᄢቇᢎຬࠍ⋡ᜰߔℂ♽ᄢቇ㒮↢ߦኻߔࠆ࠹ࠖ࠴ࡦࠣᢎ⢒ߩ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦 ᢅਯ㧕
ᄢቇߩᄖ࿖⺆ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ TA ⎇ୃPFF ࠪࠬ࠹ࡓߩ⎇ⓥߣ㐿⊒㧔⎇ⓥઍ⠪㧦⮮ ෘ㧕
ࡈ࠰ࡈ࠻ߣߒߡߩࠢ࠶ࠞࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㧔⎇ⓥઍ⠪㧦ጊ↰ ㇌㓷㧕
߹ߚ㧘2IR ᵴേߦ㑐ߒߡߪ㧘ᐔᚑ 21~23 ᐕᐲᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ៤ᬺ⋧ޟ⹏ଔߦၮߠߊቇ჻⺖⒟
ᢎ⢒⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩഃ֣࿖⑳┙ 4 ᄢቇ IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢޠ㧔ઍᩞ㧦หᔒ␠ᄢቇ㧘ㅪ៤ᩞ㧦ർ
ᶏᄢቇ㧘ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ㧘↲ධᄢቇ㧕ߣ߽ㅪ៤ߒߡ⺞ᩏ⎇ⓥࠍㅴߡ߈ߚޕ
ߎߩᬺߩⷐߪ㧘એਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ᧄข⚵ߪ㧘࿖⑳┙ 4 ᄢቇ߇ㅪ៤ߒߡ㧘ᢎ⢒ߩ⾰⸽ࠍଦㅴߔࠆߚߦ㧘ቇ↢⺞ᩏࠍゲߣߒߚቴⷰ
⊛ߥ࠺࠲ߦၮߠߡᢎ⢒ߩ⁁ࠍ⹏ଔߔࠆ IR (Institutional Research)ᯏ⢻ߩలታ㧘IR ࠍᵴ↪ߒߚ
ㅪ៤ᄢቇ㑆ߢߩ⋧⹏ଔ㧘ߘߩ⹏ଔ⚿ᨐࠍቇ↢ߩቇ⠌ᤨ㑆ߩ⏕㧘නᐲߩታ⾰ൻߦ⚿߮ߟߌࠆᢎ
⢒ⅣႺߩᢛࠍ⋡ᜰߔ߽ߩߢࠆߦࠄߐޕ㧘ߘߩᚑᨐࠍቇ↢ߦኻߔࠆᢎ⢒ߦㆶరߔࠆߚߦ㧘ᄖ࿖⺆
㧔⧷⺆㧕⑼⋡ߦ㑐ߔࠆቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ࠾ࡦࠣࠕ࠙࠻ࠞࡓ⋡ᮡߩ⸳ቯࠍ⋡ᜰߒ㧘࠽ࡦࡃࡦࠣ
ߦࠃࠆ⺖⒟✬ᚑታᣉᣇ㊎ߩ⏕ൻߩߚߩౕ⊛ᣇ╷ࠍዷᦸߔࠆߚߒ߁ߎޕข⚵ࠍㅢߓߡᢎ⢒ߩ⾰
⸽ࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߔࠆߎߣࠍડ࿑ߒߡࠆߚ߹ޕ㧘ᧄข⚵ߩᦨ⚳⋡ᮡߢࠆ IR ࠍၮ⋚ߣߒߚో࿖
ⷙᮨߩᄢቇࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߠߊࠅߦะߌߡ㧘ㅪ៤ᄢቇ߇දജߒߡ IR ੱ᧚⢒ᚑࠍㅴࠆޕ
ߐࠄߦ㧘2 ቇ⠌ᡰេ㧘2 OCW ᵴ↪߅ࠃ߮ 24 ࿖㓙ൻᡰេ FD ߪ㧘ߘࠇߙࠇ㜞╬ᢎ⢒ផㅴ
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2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

ᯏ᭴ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲㧘ቇോㇱ OCW ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߅ࠃ߮࿖㓙ᧄㇱ࿖㓙ㅪ៤⺖࿖㓙ᢎ
⢒ㅪ៤ᡰេ࠴ࡓߩᵴേߦ㧘ᧄ⎇ⓥㇱ㐷߇දജㅪ៤ߒߚ߽ߩߢࠆޕ
એਅ㧘
ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ ߩޠ3 ᐕ㑆ߩᵴേߣ⎇ⓥᚑᨐࠍ߹ߣࠆޕ
2ņ2㧚ᶏᄖ⎇ⓥ
20-1. ਛ࿖ᷡ⪇ᄢቇᢎ⢒ᡷ㕟ࡈࠜࡓ 2008 (Tsinghua Higher Education
Forum 2008: Quality Assessment and Assurance, Tsinghua U, Beijing), ႎ
๔㧦⚦Ꮉᢅᐘ, How Japanese University Ensure the Quality of Students; Dr.
Alexander C. McCormic, Indiana University, National Survey of Student
Engagement (NSSE)
20-2. ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ TA Professional Development Days㧘ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇ㧘
ࠪࠠࡘࠬᄢቇ㧘ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔ጊጯ㧘ጊ↰㧘ἑฬᵄ㧕
20-3. POD (Professional & Organizational Development Network in Higher
Education)ෳട㧔☨࿖ࡀࡉࠬࠞᎺ㧕㧘ࡑࠨ࠴ࡘ࠶࠷ᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔
㧘⚦Ꮉ㧘ዊ═ේ㧘㚍ᷨ㧕
21-1. ╳ᵄᄢቇർᶏᄢቇ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ㜞╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࡊࡠࡈࠚ࠶
࡚ࠪ࠽࡞࠺ࠖࡌࡠ࠶ࡊࡔࡦ࠻ޠ2009.7.27~28, ╳ᵄᄢቇ; 30~31, ർᶏᄢቇ
21-2. ╙ 12 ࿁ർᶏᄢቇ࠰࠙࡞ᄢቇวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓಽ⑼ળ How to Improve
the Quality of University Learning: Experiences of HU-SNU, Mapping
Internationalization, SNU㧔⮮㧘㧘ጊጯ㧘⚦Ꮉ㧘ጊ↰㧘ᢧ⮮㧕
21-3. ࠪࡦࠟࡐ࡞ᄢቇ CELC, CIT ⸰⺞ᩏ㧔⚦Ꮉ㧘㧘ጊ↰㧘⮮㧕
21-4. ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇࡃࠢᩞ GSI ᐲ⸰⺞ᩏ㧔㧘ᢧ⮮㧘┻ጊ㧕
21-5. ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇࡉ࡞ࡒࡦ࠻ࡦᩞ IR Office, NSSE, ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ⸰
⺞ᩏ㧔⮮㧘ጊ↰㧘ᩊ↰㧘ጟლ㧘ᣣศ㧕
22-1. บḧਛේᄢቇ㧘᧲๓ᄢቇ㧘࿖┙ਛᄩᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔㧘ቝ↰Ꮉ㧕
22-2. ․છಎᢎ Lee Hye-Jung ⻠Ṷ Where to Go for Curriculum Innovation in
a Top Research University
22-3. ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇࡃࠢᩞ㧘ࠬ࠲ࡦࡈࠜ࠼ᄢቇ㧘ࠨࡦࡈࡦࠪࠬࠦ
Ꮊ┙ᄢቇ㧘࠰ࡁࡑᎺ┙ᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔㧘⮮㧘ችᧄ㧘೨↰㧘ቝ↰Ꮉ㧕
22-4. ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ࿖㓙ࠦࡠࠠࡘࡓ International Colloquium on
Assessing the Impact of Educational Development Practice, 2010.9.21~22,
CLT, Dalhousie U, ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔⚦Ꮉ㧘㧘ጊ↰㧘⮮㧕
22-5. ╙13࿁ർᶏᄢቇ࠰࠙࡞ᄢቇวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓಽ⑼ળLearning Support
for New Generation, HU
22-6. 㚅᷼ᄢቇ Enhancing Learning Experiences in Higher Education:
International Conference 2010 ⸰⺞ᩏ㧔⚦Ꮉ㧘㧘ጊ↰㧘⮮㧕

2008.6.12~13

2008.9.8~20
2008.10.21~30
2009.7.27~31
2009.11.19,21
2010.2.9~10
2010.2.16~22
2010.2.22~23
2010.7.6~10
2010.7.16
2010.8.17~23
2010.9.20~27
2010.11.26
2010.12.1~5

3 ᐕ㑆ߦ㧘ਥߦએਅߩࠃ߁ߥ࠹ࡑࠍ߽ߞߡ㧘ർ☨㧘ࠕࠫࠕߩᄢቇߩታ⁁ࠍ⺞ᩏߒߚޕ
ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ㧦TA ⎇ୃ㧘ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝ
☨࿖ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇ(UC)ࡃࠢᩞ㧦TA ⎇ୃ㧘PFF ࡊࡠࠣࡓ㧘㒮↢⻠Ꮷ(GSI)ᐲ
ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇࡉ࡞ࡒࡦ࠻ࡦᩞ㧦IR ᵴേ㧘ቇ↢⺞ᩏ㧘ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ
ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢቇ㧦ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ㧔ᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ㧘ࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣ㧕
ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇ㧔࠾ࡘ࡛ࠢ㧕㧦⎇ⓥᡰេ FD
ࠬ࠲ࡦࡈࠜ࠼ᄢቇ㧦TA ⎇ୃ㧘ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ
㖧࿖࠰࠙࡞ᄢቇ㧦IT ᵴ↪ᡰេ㧘ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ
ࠪࡦࠟࡐ࡞ᄢቇ㧦IT ᵴ↪ᡰេ㧘࿖㓙ൻᡰេ
߹ߚ㧘࿖㓙⊛ߥ⚻㛎ߩ႐ߣߒߡ㧘╳ᵄᄢቇർᶏᄢቇ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߿㧘ർᶏᄢቇ
࠰࠙࡞ᄢቇวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ࿖㓙ࠦࡠࠠࡘࡓࠍ㐿ߒߚޕ
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ߐࠄߦ㧘ᶏᄖߩᢎ⢒ᡷༀᢎ⢒⎇ୃㆇേߩᦨㄭߩേะࠍ⍮ࠆߚ㧘☨࿖ߩ POD/NCSPOD ߩᐕᰴ
ᄢળ߿㧘ਛ࿖ᷡ⪇ᄢቇ㧘㚅᷼ᄢቇߩ࿖㓙ળ⼏ߦෳടߒߚޕ
ᣂᤨઍߩቇ↢ߩᄌൻ㧔ᄢቇㅴቇ₸ߩ㧘⾰⊛ᄙ᭽ൻߥߤ㧕߿㧘ᩮ⾗ᢱ(evidence)ߦၮߠߊᢎ⢒
⹏ଔ㧘⚻ᷣ⊛㗴ߥߤߦଦߐࠇߡ㧘ߤߩ࿖ߢ߽ᕆㅦߥ㜞╬ᢎ⢒ᡷ㕟ࠍㅴߡࠆ⺖ߩߘޕ㗴ߣኻᔕ╷
ߪᢥൻᐲߩ㆑ߦࠃࠅߐ߹ߑ߹ߛ߇㧘หᤨߦㅢᕈ߽㜞ޕ᰷☨߿ࠕࠫࠕ⻉࿖ߩᢎ⢒ᡷༀߩ႐
ᜂᒰ⠪ߣߒߡߺࠆߣ㧘ᚒߪޘㅢߩⅣႺߩ߽ߣߢㅢߩ⺖㗴ߦขࠅ⚵ࠎߢࠆߎߣ߇ታᗵߢ߈ࠆޕ
⺞ᩏߩᚑᨐߩ⚦ߪ 24 એਅߢㅀߴࠆޕ
2ņ3㧚࿖ౝ⎇ⓥ
20-1. ↢ᶦቇ⠌ࡈࠜࡓޟᄢቇᡷ㕟ߦ߅ߌࠆ FD ߩᗧ⟵ߣߎࠇ߆ࠄߩ⺖㗴ޠᗲ
ᇫᄢቇಎᢎ ⮮ᶈ┨
20-2. ᐔᚑ 20 ᐕᐲᒄ೨ᄢቇోቇ FD ⻠Ṷળ࠽࡚ࠪࠤࡘ࠺ࠛࠆߌ߅ߦ࠳࠽ࠞޟ
࡞࠺ࡌࡠ࠶ࡊࡔࡦ࠻(ED)ߦߟߡޠ
࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ Dr. Lynn Taylor ጊጯ
20-3. ᐔᚑ 20 ᐕᐲᒄ೨ᄢቇ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᣣᧄ⺆ߦࠃࠆ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ
࠻ࡈࠜࠝߩᚑޠ㧔ጊ↰㧕
20-4. ↢ᶦቇ⠌ࡈࠜࡓޟFD㧔ࡈࠔࠞ࡞࠹ࠖ࠺ࡌࡠ࠶ࡊࡔࡦ࠻㧕ߩലᨐ᷹ቯޠ
ᗲᇫᄢቇಎᢎ ⮮ᶈ┨
21-1. ᣣᧄ㜞╬ᢎ⢒ቇળ╙ 12 ࿁ᄢળ㧘㐳ፒᄢቇ㧔⚦Ꮉ㧘㧘ጊ↰㧘⮮㧕
21-2. ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇᵹㅢ⑼ቇᄢቇ⸰⺞ᩏ ⮮ᢧ⮮ᣣศ┻ጊጟლᩊ↰
21-3. Ꮊᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔㧘ጊ↰㧘ᢧ⮮㧘ᣣศ㧘┻ጊ㧘ጟლ㧘రᢅൎ㧕

2008.10.8
2008.11.26
2008.11.29~30
2009.2.10
2009.5.23~24
2009.12.4~5
2010.3.9

ਥߦએਅߩࠃ߁ߥ࠹ࡑࠍ߽ߞߡ㧘࿖ౝߩᄢቇߩታ⁁ࠍ⺞ᩏߒߚޕ
ᗲᇫᄢቇ㧦ᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ㧔2 ෳᾖ㧕
ᒄ೨ᄢቇ㧦ቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝ㧔2 ෳᾖ㧕
ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ㧦ቇ⠌ᡰេ㧘IR ᵴേ㧔2 ෳᾖ㧕
ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ㧦ᬺ㐿㧘ቇ⠌ᡰេ㧔2 ෳᾖ㧕
หᔒ␠ᄢቇ㧦TA ⎇ୃ㧘IR ᵴേ㧘ᚑ❣⹏ଔ⚿ᨐߦ㑐ߔࠆ↳ߒ┙ߡᐲ㧔2 2 1 ෳᾖ㧕
Ꮊᄢቇ㧦ቇ⠌ᡰេ㧘IR ᵴേ㧔2 ෳᾖ㧕
ᧄቇߪࠞࠠࡘࡓᡷ㕟㧘ᬺᡷༀ㧘ᢎຬ⎇ୃߦ߅ߡవ㚟⊛ߥข⚵ࠍㅴߡ߈ߚ߇㧘ߎߩ 5 ᐕ߶
ߤߪ GP ߩข⚵ߥߤ㧘ฦᄢቇߢߐ߹ߑ߹ߥข⚵߇ߪߓ߹ߞߡ߅ࠅ㧘ቇ߱ߴ߈ߎߣߪᄙޕ
2ņ4㧚TA ⎇ୃߩల
21-1. UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(Preparing
Future Faculty)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆
22-1. ╙ 2 ࿁ UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)
⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆㧔ᄢቇ㒮ㅢᬺ㧕
22-2. หᔒ␠ᄢቇᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲╙ 7 ࿁⻠Ṷળޟᄢቇ㒮ᜂᒰᢎຬߩߚߩᄢቇ
㒮ᢎ⢒ࡒ࠽㨪ࠃࠅലᨐ⊛ߥᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆ㨪ޠ
⻠Ṷ 1: Working with TAs, Linda von Hoene, Director, Graduate Student
Instructor Teaching and Resource Center, UCB
⻠Ṷ 2: Helping Graduate Students Be Better Writers, Sabrina Soracco,
Director, Graduate Division Academic Services, UCB ߦෳട㧔ጊ↰㧘⮮㧕
22-3. ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇࡃࠢᩞ GSI ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻⻠Ṷળ㧔㜞╬ᢎ⢒ࡈ
ࠜࡓ㧕The GSI System at UC Berkeley, Shannon McCurdy, Campuswide Teaching Consultant, GSI Teaching and Resource Center, UCB
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2010.3.18~24
2010.7.21~27
2010.7.29

2010.10.8

2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

2ņņ㧚TA ᐲߩᱧผߣᗧ⟵
٤TA ᐲߪ㧘☨࿖ߢ╙ 2 ᰴ⇇ᄢᚢ೨ߦߪߓ߹ߞߚ
UCB ⚻ᷣቇㇱ㐳ߩ⸒⪲㧔1941㧕ࠃࠅ
ࡃࠢᩞߩᢎ⢒ߦ߅ߡ TA ߇ߤࠇ߶ߤ㊀ⷐߥᓎഀࠍᨐߚߒߡࠆ߆㧘ᄢቇጀㇱߪ⼂ਇ⿷
ߛߣߒ߫ߒ߫ᗵߓߡ߹ߔ⚻ޕᷣቇㇱߩᄢੱᢙࠢࠬߢߪ㧘ቇ↢߇⸛⺰ߔࠆᯏળߪ⥄ಽߩࡒએᄖ߹
ߞߚߊࠅ߹ߖࠎߢߒߚޕ1914 ᐕએ೨ߪ㧘ࡒߪฦቇㇱߩᢎຬ߇ᜂᒰߒߡ߹ߒߚޕTA ࠍᵴ↪ߔࠆ
ࠃ߁ߦߥߞߡ߆ࠄ㧘ᄢቇߩ⽷㕙ߢᄢ߈ߥ▵⚂ߦߥߞߚߛߌߢߥߊ㧘₸⋥ߦߞߡ㧘ࡒߦ߅ߌࠆᢎ
⢒ߩ⾰ࠍᄢߦะߐߖࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣᕁ߹ߔᧄޕቇߩ TA ߩ⾰ߪઁᄢቇߩᢎຬߩ⾰ࠍߪࠆ߆ߦ
ߒߩߢࠆߣ⹏ଔߒߡ߹ߔޕ
٤☨࿖ߩ TA ᐲߩ⋡⊛
ᢎຬߩ⽶ᜂシᷫ㧔ᬺ߆ࠄᚑ❣⹏ଔ߹ߢᦨᄢ㒢ߦᵴ↪㧕
ቇ↢߳ߩ⚻ᷣ⊛េഥ㧔ᐕߦ 1~2 ਁ࠼࡞㧕
ᄢቇ㒮↢ߦᢎ⢒⚻㛎ࠍઃਈ
٤1980 ᐕઍ߆ࠄᄌൻ߇ߪߓ߹ࠆ㧔TA ⎇ୃㆇേ㧕
ῳఱ߇ TA ߩᢎ⢒⢻ജߦਇࠍᛴ߈ߪߓࠆ
UC ࡃࠢᩞߢቇ↢⚵ว߇ TA ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍᚑ
ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢߥߤߢ TA ⎇ୃ㐿ᆎ
ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢ࠽ࠗࠠࠬ࠻ᢎߦࠃࠆᄢቇ㒮ୃੌ⠪ߦᦼᓙߐࠇࠆ⢻ജߦ㑐ߔࠆో☨㧔ᄢቇ㧘⊛ᯏ
㑐㧘ડᬺ╬㧕⺞ᩏ
POD (Professional & Organizational Development Network in Higher Education)ߩᵴേ
٤ㆊ 10 ᐕߢᄢ߈ߥᄌൻ㧔TA ᐲߩ⋡⊛߇ᄢቇ㒮↢ߩᢎ⢒߳ࠪࡈ࠻㧕
ޟᢎ⢒ߩၮ␆ࠍޠᄢቇ㒮↢ߦᢎ⢒ߔࠆᦨೋߩᯏળ
1 ㅳ㑆⒟ᐲߩ⎇ୃߩ⟵ോൻ
ᢎຬߣߒߡዞ⡯ߔࠆߚߩၮ␆⍮⼂ߣ⚻㛎
ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇߩቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆႎ๔ᦠ㧔1989㧕ࠃࠅ
ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇߩฦᩞߦ߅ߡ㧘TA ߦኻߒߡోቇ⊛߅ࠃ߮ฦቇㇱߦࠃࠆ⍮⼂߅ࠃ߮ᢎᴺߦ
㑐ߔࠆ⎇ୃࠍឭଏߔࠆߎߣࠍផᅑߔࠆޕᣂછ TA ߦኻߒߡ⎇ୃࠍ⟵ോൻߒ㧘એਅߩࠃ߁ߥ㗄ࠍ
൮⊛ߥ⎇ୃࡊࡠࠣࡓࠍឭଏߔߴ߈ߢࠆޕቇᦼ㐿ᆎ೨ߩࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦߢߪ㧘TA ߩᓎഀ߿㧘
ၮᧄ⊛ߥᢎ⢒ᛛᴺߣℂᔨ㧘TA ߦ㑐ࠊࠆᄢቇߩᣇ㊎㧘ᢎຬ߇↪ߢ߈ࠆ⾗Ḯߥߤࠍ⚫ߒ㧘ᢎຬ㧘
⚖ TA㧘ᬺᡷༀኾ㐷⡯ຬߥߤߦࠃࠆᬺෳⷰ߿ቇ↢ߦࠃࠆᬺ⹏ଔ㧘ࠆߪࡆ࠺ࠝᓇߥߤߦၮ
ߠߚࡔࡦ࠲ࡦࠣߣഥ⸒ࠍⴕ㧘ߘߩᓟ߽ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆࡒ࠽߿ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍⴕ㧘TA ߇
⥄ಽߢቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆᢎ᧚ࠍឭଏߔࠆߎߣޕ
٤Preparing Future Faculty (PFF)ࡊࡠࠣࡓ
ᱜ⺖ߩ 2 න⑼⋡ߣߒߡᢎ⢒㧔࠹ࠖ࠴ࡦࠣ㧕ߦ㑐ߔࠆᢎ⢒ࠍⴕ߁
ᄢቇᢎຬߦߥࠆߚߩᔅ㗇ߩන߳㧦☨࿖ߩ 30~40 ᄢቇ߇ޟ㜞╬ᢎ⢒ᢎ⡯⾗ᩰࠍޠਈ߃ߪߓߚ
ർᄢℂቇ㒮㧔ᄢቇ㒮ㅢᬺ㧕ߢ߽ 2009 ᐕᐲ߆ࠄ㐿ᆎ
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٤ᰴઍߩ TA ⎇ୃ㧔ർ☨ߩవㅴ߆ࠄ㧕
1㧕࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ
GTA (Graduate Teaching Assistant)⎇ୃࡊࡠࠣࡓ
⸠✵(Training)߆ࠄ⢻ജ㐿⊒(Development)߳
1. TA Day㧔ᣂੱࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ㧕
2. PD (Professional Development)ࠪ࠭

ᢎຬะߌߣ TA ะߌߩ⎇ୃࠍ⛔ว
ᤤભߺ⸛⺰ળ㧘
90 ಽߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ

3. ᄢቇ㒮ᬺ⑼⋡
4. ᢎ⢒ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆ⸽ੌୃޟᦠⴕ⊒ࠍޠ
2㧕 UC ࡃࠢᩞ
Graduate Student Instructor Teaching and Resource Center ߩᐕ㑆ࠬࠤࠫࡘ࡞
1. ᣂછ GSI ⎇ୃળ㧔8 㧘2 ᣣ㑆㧕
2. GSI ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔9~11 㧕
3. ఝ⑲ GSI ⾨
4. GSI ߣߣ߽ߦᢎ߃ࠆᢎຬࡒ࠽㧔3 㧘ඨᣣ 3 ᣣ㧕
5. ᢎ⢒ߩ⡯ോⷙ▸ߣ୶ℂߦ㑐ߔࠆࠝࡦࠗࡦࠦࠬ
6. 1 ቇᦼ㑆ߩ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࠦࠬ  㜞╬ᢎ⢒ᢎ⡯⾗ᩰ
7. PFF ᄐቄ⻠ᐳ㧔5~7 㧘6 ㅳ㑆㧕㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣ/ࠗ࠹ࠖࡦࠣ
8. ᄢቇ⸰㧦ᄢቇ㒮↢߇ዞ⡯ߔࠆ߆߽ߒࠇߥၞౝߩ 2 ᐕ㧘4 ᐕᄢቇࠍ⸰
⇇ߩ TA ᐲߪᄢ߈ߊᄌࠊߞߚ
ᄢቇᢎຬߦᢎ⢒⢻ജࠍⷐ᳞ߔࠆߩߪᔅὼޕᢎ⢒⢻ജߪ㧘ᢎຬߛߌߢߥߊ㧘ࠄࠁࠆ⡯⒳ߦᔅⷐޕ
⎇ⓥ⠪ߦ߽ᢎ⢒⢻ജ߇ⷐ᳞ߐࠇࠆ
ᢎ⢒୶ℂߣࠪࡃࠬࠍ೨ឭߣߒߚᢎ⢒
TA ߪᢎ⢒ജࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦജࠍะߐߖࠆ࠴ࡖࡦࠬ
2ņņ㧚ർᄢဳ Preparing Future Faculty ࡊࡠࠣࡓ
ᶏᄖߩవㅴࠍෳ⠨ߦߒߡ㧘ᄢቇ㒮ߦ߅ߌࠆੱ᧚⢒ᚑߦὶὐࠍߡߚർᄢဳ Preparing Future
Faculty㧔ᄢቇᢎຬ㙃ᚑ㧕ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒ࠍ㊀ὐ⺖㗴ߣߒߡ㧘UC ࡃࠢᩞᄢቇ㒮ᯏ᭴ߩᄢቇ
㒮↢⻠Ꮷ(GSI)ᢎ⢒ᡰេࡦ࠲㐳ࡦ࠳ࡈࠜࡦࡋࡀඳ჻ߣᄢቇ㒮↢⎇ⓥᡰេㇱ㧔ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢ
ࠨࡆࠬ㧕ࠨࡉ࠽࠰࠶ࠦㇱ㐳ࠍ߈㧘3 ࿁ߦࠊߚࠅ PFF ࡊࡠࠣࡓࠍ⹜ⴕߒߚޕ
(1) ╳ᵄᄢቇർᶏᄢቇ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ㜞╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞࠺ࠖࡌ
ࡠ࠶ࡊࡔࡦ࠻ޠ
㧘࿖㓙ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ⧯ޟᚻ⎇ⓥ⠪ߩߚߩࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞࠺ࠖࡌࡠ࠶ࡊ
ࡔࡦ࠻ޠ
㧘2009.7.27㧘╳ᵄᄢቇ
ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊԘTA ࠍᵴ↪ߒߚᚑ❣⹏ଔၮḰߩࠅᣇߣᣇ㧘ࡦ࠳ࡈࠜࡦࡋࡀ
ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊԙ⎇ⓥᚑᨐࠍ⊒ାߔࠆߚߩࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠗ࠹ࠖࡦࠣታ〣㧘ࠨࡉ࠽࠰
࠶ࠦ
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(2) ╙ 1 ࿁ UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣ
ࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆㧘2010.3.18~24㧘ർᶏᄢቇ
(3) ╙ 2 ࿁ UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣ
ࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆㧔ᄢቇ㒮ㅢᬺ㧕㧘2010.7.21~27㧘ർᶏᄢቇ
╳ᵄᄢߢߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߪᄢᅢ⹏ߛߞߚߩߢ㧘ർᄢߢ 5 ᣣ㑆ߩ⻠ᐳࠍ㐿ߔࠆߎߣߦߒߚޕ
╳ᵄᄢߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߪ㧘ࡃࠢߩ PFF ᄐቄ⻠ᐳߣหߓߊ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣ߆ࠗ࠹ࠖࡦࠣ
ߩᛯ৻ߢ㧘ർᄢ߆ࠄෳടߒߚᄢቇ㒮↢ 15 ੱߩ߁ߜ 14 ੱߪࠗ࠹ࠖࡦࠣࠍㆬᛯߒߚޕ
ᄢቇ㒮↢߇߹ߕࠕࠞ࠹ࡒ࠶ࠢࠗ࠹ࠖࡦࠣߦ㑐ᔃ߇ࠆߩߪ⥄ὼߛ߇㧘PFF ࡊࡠࠣࡓߩ㊀ⷐߥᩇ
ߪᄢቇ㒮↢߳ߩ࠹ࠖ࠴ࡦࠣᜰዉߦࠆߩߢ㧘ർᄢߩ⻠ᐳߢߪ㧘ోຬ߇࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣ
ߩᜰዉࠍ 5 ⻠ߕߟฃߌࠆߎߣߣߒ㧘ᦨᓟߩ⊒⺖㗴߽࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣᣇࠍ⺖ߒߚޕ
⚿ᨐߣߒߡ㧘ߎߩ⹜ߺߪᚑഞߛߞߚޕ೨ࠕࡦࠤ࠻ߢߪ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࠃࠅࠗ࠹ࠖࡦࠣߦᦼᓙߔ
ࠆ⠪߇ᄙ߆ߞߚ߇㧘ᓟࠕࡦࠤ࠻ߢߪࠗ࠹ࠖࡦࠣࠃࠅ࠹ࠖ࠴ࡦࠣ߇⋉ߣߔࠆ⠪߇ᄙ߆ߞߚޕ
࠹ࠖ࠴ࡦࠣߦ㑐ߔࠆᜰዉߪᢎຬะߌ FD ߩᮡḰ⊛ߥౝኈߛ߇㧘ᣣᧄߢቇ߱ᄢቇ㒮↢ߪߎࠇߦߟߡ
߶ߣࠎߤ⍮ࠄߕ㧘೨ߦ㑐ᔃߪߥ߇㧘ᓟߦߪශ⽎ߦᱷߞߚ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕੑੱߩ⻠Ꮷ߽࠹ࠖ
࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣࠍ⚵ߺวࠊߖࠆല↪ࠍ㧘ࡃࠢߢ߽ណ↪ࠍᬌ⸛ߒߚߣߞߡߚޕ
ฃ⻠⠪ 30 ੱߩ߁ߜ 3 ಽߩ 2 ߇⇐ቇ↢㧘3 ಽߩ 1 ߇ᣣᧄੱߢ㧘ᣣᧄੱߩჇടࠍᦸᗧ߽ߞߚޕ
ෳടᏗᦸ⠪߇ᄙߊ㧘
ㆬߢᣣᧄੱࠍఝవߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ߇㧘
ᣣᧄੱቇ↢ะߌߩᐢႎࠍᒝൻߒߚޕ
⇐ቇ↢ߣᣣᧄੱቇ↢߇ߦቇ߱ߣ߁ⷰὐߢߪ㧘ᧄ⻠ᐳߪ߈ࠊߡᄢ߈ߥᚑᨐࠍߍߚߩ⺆⧷ޕ
㗴ߢೋᣣߦㄉㅌߒߚᣣᧄੱ߽ߚ߇㧘ᦨᓟ߹ߢෳടߒߚ⠪ߪᄢ߈ߥḩ⿷ࠍᓧߚࠃ߁ߢࠆޕߒߡᣣ
ᧄੱߪᒁߞㄟߺᕁ᩺ߢ㧘ᦨೋߪࠣ࡞ࡊ⸛⺰ߢ⧰ഭߔࠆ߇㧘ࠃߊḰߒߡᦨᓟߩ⺖㗴ߢߪ┙ᵷߥ⊒
ࠍߒߚ߇⺆⧷ࡦࠢࡠࡉޕᄙ᭽ߥቇ↢ߩㅢ⺆ߣߒߡᯏ⢻ߒߚ߇㧘ޟᵞ✵ߐࠇߚ academic Englishޠ
ࠍりߦߟߌߚߣ߁৻ㇱߩቇ↢ߩᦼᓙߦߪ㧘ᧄ⻠ᐳߢᔕ߃ࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ
ࠕࠫࠕࠕࡈࠞ⻉࿖ߩ⇐ቇ↢ߦߣߞߡ PFF ࡊࡠࠣࡓߪߚ߳ࠎᣂ㞲ߛߞߚࠃ߁ߢ㧘Ꮻ࿖ᓟ㧘
Უ࿖ߩᄢቇߦዉࠍ߈߆ߌߚߣ߁↳ߒ߽ߞߚ⻉ࠕࠫࠕޕ࿖ߩᄢቇߢߪ PFF ࡊࡠࠣࡓߦ
ߟߡߪ߶ߣࠎߤ⍮ࠄࠇߡߥ߇㧘⺑ߔࠇ߫㑐ᔃߪ㜞ߩߢ㧘ࠕࠫࠕ⻉࿖߳ߩ PFF ࡊࡠࠣࡓ
ߩ᥉߽ᓟߩᬌ⸛⺖㗴ߦߥࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
ಽ㊁ߢߪᎿቇ♽ߩෳടᏗᦸ⠪߇․ߦᄙߊ㧘
ㆬߢߪੱᢙ߇․ቯߩಽ㊁ߦ ነࠄߥࠃ߁⺞ᢛߒߚޕ
TA㧔࠴ࡘ࠲㧕ࠍ 5 ฬណ↪ߒ㧘ࠣ࡞ࡊߏߣੱߏߣߦ߈⚦߆ߥᜰዉࠍⴕߞߚߎߣ߽㧘ቇ⠌
ലᨐࠍߍࠆߩߦᓎ┙ߞߚ ╙ޕ2 ࿁⻠ᐳߢߪ㧘LMS (Moodle)ࠍᵴ↪ߒߡ㧘㈩Ꮣ⾗ᢱ㧘ࡄࡢࡐࠗࡦ
࠻⾗ᢱߥߤࠍᬺߣਗⴕߒߡ㐿ߒߚߎߣ߽㧘ቇ⠌ߦߚ߳ࠎᓎ┙ߞߚޕ
߹ߚ㧘᳓↥⑼ቇ㒮ߩⷐᦸߢ㧘࠹ࡆળ⼏ࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪ߒߡವ㙚ࠠࡖࡦࡄࠬߢ߽ᬺࠍਛ⛮ߒ㧘17
ฬ߇ฃ⻠ߒߚޕTA㧔࠴ࡘ࠲㧕ࠍ㈩⟎ߢ߈ࠇ߫㧘ᧅᏻળ႐ߣ߶߷ห╬ߩ᧦ઙߢ㧘ವ㙚ળ႐ߢ߽ᬺ
߇ⴕ߃ࠆ⋡ಣ߇ߟߚޕ
2 ࿁ߩ⻠ᐳߪᄢᚑഞߛߞߚߩߢ㧘ᧄᐕ 7~8 ೋߦ 3 ࿁⋡ࠍ㐿ߔࠆ੍ቯߢࠆޕ
ᧄ⻠ᐳߪ㧘࿖㓙ᵹቶࠗ࠹ࠖࡦࠣࡏ⸳⟎Ḱᬺㇱળߦࠃࠆ Hokudai Academic Writing Lab
ߩ⹜ⴕ(2009.11~2010.2)ߣ߽ㅪ៤ߒߡⴕࠊࠇߚޕAcademic Writing ᜰዉߪ☨࿖ߩᄢቇߢߪᮡḰⵝߢ㧘
ᣣᧄߢ߽᧲੩ᄢ㧘ᣧⒷ↰ᄢ㧘ฬฎደᄢߥߤߢข⚵߇ߪߓ߹ߞߡࠆᧄޕቇߩᄢቇ㒮↢ߩ㑆ߢ߽ Writing
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ᜰዉ߳ߩⷐᦸߪᄢ߈ޕWriting ᜰዉߢߪ㧘ߩᷝᜰዉࠃࠅ߽㧘ᧄ⻠ᐳߢⴕߞߚࠣ࡞ࡊᬺߩ
ᵴ↪ߩ߶߁߇ല₸⊛ߢ㧘ࠃࠅᄢ߈ߥലᨐ߇ᦼᓙߢ߈ࠆߣࡓࠣࡠࡊᧄޕਗⴕߒߡ㧘ᧄቇߢ߽ Academic
Writing ߩᜰዉߩᢛࠍᦼᓙߒߚޕ
ᧄ PFF ࡊࡠࠣࡓߪ㧘ࠃᜰዉ⠪ߦᕺ߹ࠇ㧘ቢᚑᐲߩ㜞ౝኈߦߥߞߡࠆޕᓟߩ⺖㗴ߪ㧘ߎ
ࠇࠍ⧷⺆ࠆߪᣣᧄ⺆ߦࠃࠆᬺߣߒߡർᄢߦቯ⌕ߐߖࠆߎߣߦࠆޕPFF ࡊࡠࠣࡓߦߟߡߪ㧘
ᣣᧄߢ߽ߏߊᦨㄭ㧘╳ᵄᄢ㧘᧲ർᄢߥߤߢᱜ⺖ߣߒߡߩ⹜ⴕ߇ߪߓ߹ߞߡࠆࡊ࡞ࠣޕᬺࠍਛᔃ
ߦᝪ߃ߚർᄢߩข⚵ߪ㧘వ㚟ᕈఝᕈ߇ࠆੱߣ▚੍ޕᚻ߇߆߆ࠆ߇㧘ቇౝߩℂ⸃ࠍᓧߡ㧘⛮⛯ߩ
ᣇ╷ࠍߛߒߚޕ
2ņņ㧚Preparing Future Faculty 㑐ㅪ⑼⋡߅ࠃ߮㜞ᐲታ〣⧷⺆
ᄢቇ㒮ㅢᬺ⑼⋡ߩਛߦߪ㧘ᐢᗧߢ PFF 㑐ㅪ㧔⎇ⓥᢎ⢒⢻ജะ㧘ੱ᧚⢒ᚑ㧕ߩ⑼⋡߇
ߊߟ߆ࠆ ߩߘޕ2009 ᐕᐲߩ㐿⻠ታ❣ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ᄢቇ㒮ㅢᬺ㧔PFF 㑐ㅪ㧕
ߥߚߩ⎇ⓥࠍવ߃ࠃ߁֣↢‛ቇ⎇ⓥߩ⊒ߣ⺰ᢥၫ╩ߩᛛⴚ֣
Communicating Your Research: Presentation in Biological Research㧘⽿
છᢎຬ㧦↰ਛ੫৻㧔ૐ᷷⑼ቇ⎇ⓥᚲ㧕
ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠗ࠹ࠖࡦࠣࠬࠠ࡞ߣߒߡߩ⺰ℂᕁ⠨ I & II: Logical
Thinking in Academic Writing Skills I & II: Introduction to
Argumentative Writings. ⽿છᢎຬ㧦I ᧻₺ᶈ㧔ℂቇ⎇ⓥ㒮㧕; II ጊ↰
ᐘ㧔ᢥቇ⎇ⓥ⑼㧕
㜞╬ℂቇᢎᴺ֣ᄢቇᢎຬࠍߑߔੱ֣߳A Practical Guide to Science
Teaching in Higher Education㧘⽿છᢎຬ㧦㋈ᧁਭ↵㧔ℂቇ⎇ⓥ㒮㧕
ℂ♽⑼ቇᛛⴚ♽ᄢቇ㒮↢ߩࠬ࠹࠶ࡊࠕ࠶ࡊࠠࡖࠕᒻᚑ I & II: Step-up
career education I & II for graduate students of science and engineering
field. ⽿છᢎຬ㧦Ꮉ┵㊀㧔ℂቇ⎇ⓥ㒮㧕
⸘

ጁୃ⊓㍳
16

නขᓧ
13

I: 20
II: 15

I: 11
II: 6

3

2

I: 71
II: 29

I: 39
II: 16

154

87

PFF ⻠ᐳߩᣣᧄੱฃ⻠⠪ߩਛߦߪ㧘
academic English ߩࠃࠅ߈⚦߆ߥᜰዉࠍ᳞ࠆჿ߽ߞߚޕ
ᄢቇ㒮ㅢᬺޟ㜞ᐲታ〣⧷⺆ߪޠ㧘ߎߩࠃ߁ߥⷐᦸߦᔕ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆߽⍮ࠇߥ ߩߘޕ2009
ᐕᐲߩ㐿⻠ታ❣ߪએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
ᄢቇ㒮ㅢᬺ㧔㜞ᐲታ〣⧷⺆㧕
ጁୃ⊓㍳
㜞ᐲታ〣⧷⺆ I֣࠺ࠖࡌ࠻ࠬࠠ࡞֣࠭Advanced Practical English I, ⽿છ
25
ᢎຬ㧦ࠬࡂࡈ Leslie Huff㧔ࡔ࠺ࠖࠕࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⎇ⓥ㒮㧕
㜞ᐲታ〣⧷⺆ II֣ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠗ࠹ࠖࡦ֣ࠣAdvanced Practical English
24
II㧘⽿છᢎຬ㧦࠻࠘ࠗ࠺ࠖࠗࠕࡦ Twiddy Iain㧔ࡔ࠺ࠖࠕࠦࡒࡘ࠾ࠤ
࡚ࠪࡦ⎇ⓥ㒮㧕
⸘
49

නขᓧ
14
10
24

UC ࡃࠢPFF ⻠ᐳߣߎࠇࠄߩ⑼⋡ߩ⋧㆑ὐߪ㧘ᰴߩࠃ߁ߦⷐ⚂ߢ߈ࠆޕ
(1) UC ࡃࠢPFF ⻠ᐳߪ㧘ᢥℂߦࠊߚࠆᄙ᭽ߥ⎇ⓥಽ㊁ߩᄢቇ㒮↢ࠍኻ⽎ߣߒߡࠆޕ
(2) 㧝⑼⋡ߩਛߢ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩᜰዉࠍ⚿߮ߟߌߡࠆޕ
(3) TA ߩᜰዉߦࠃࠆዊࠣ࡞ࡊ⸛⺰ࠍ⚵ߺㄟࠎߢࠆޕ
(4) ࡦ࠹ࡦࠬ㧘ࡄࠣࡈ㧘ࡏࠠࡖࡉࡌ࡞ߩ academic English ᜰዉ߿㧘ࡠࠫࠞ࡞ࠪ
ࡦࠠࡦࠣߦࠃࠆࠗ࠹ࠖࡦࠣᜰዉࠃࠅ߽㧘ࠃࠅ⛔ว⊛(holistic)ߥࠕࡊࡠ࠴ࠍߣߞߡࠆޕ
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ߎࠇࠄฦㇱዪߩข⚵ߣᏅൻࠍߪ߆ࠅߟߟ㧘ోቇડ↹ߩ PFF ࡊࡠࠣࡓߩ㐿⊒ࠍㅴߚޕ
2ņņ㧚TA ᐲߩల㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠚࡠᐲߥߤ
TA ᐲలߩᣇ╷ߣߒߡ㧘2009 ᐕᐲߦߪ TA ⎇ୃᬺോߩ▤ℂ↪࠺࠲ࡌࠬࠍዉߒ㧘TA ߩ
⾗ᩰൻ㧔ୃੌ⸽㧘ቯ⸽ߩ⊒ⴕ㧕
㧘TA ⎇ୃળෳട⠪߳ߩᣣᒰᡰ⛎ߥߤߦߟߡᬌ⸛ߒߚޕ
2010 ᐕᐲߦߪ㧘TA ࠺࠲ࡌࠬࠪࠬ࠹ࡓߩㆇ↪ࠍ㐿ᆎ㧘㒮↢⻠Ꮷ㧔࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠚࡠ: TF㧕
ᐲߩᬌ⸛⹜ⴕࠍㅴ㧘TA ߩ⾗ᩰൻ㧘TA ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻㧘⎇ୃળෳട⠪߳ߩᣣᒰᡰ⛎ߥߤߦߟ
ߡᬌ⸛ߒߚޕTA ⎇ୃࡑ࠾ࡘࠕ࡞ᡷ⸓╙ 3

ࠍೀⴕߒߚޕ

TA ࠺࠲ࡌࠬࠪࠬ࠹ࡓߩᢛߪ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠚࡠᐲࠍޟTA ߩ⾗ᩰൻޠ
㧘ୃੌ⸽㧘
ቯ⸽ߩ⊒ⴕࠍല₸⊛ߦㅴࠆߚߦᔅ㗇ߩၮ⋚ߢࠆޕ
TA ⎇ୃળ߳ߩෳട߿ᬺߩḰᬺߦኻߔࠆ⋧ᔕߩ⾓㊄ߩᡰ⛎ߪᒰὼߢ㧘
੍▚ߩ⏕ࠍⷐᦸߔࠆޕ
TA ߩߩ⾰⸽ߩߚ㧘ቇ↢ߦࠃࠆᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻ߣห᭽ߩ㧘ቇ↢ߦࠃࠆ TA ⹏ଔࠕࡦࠤ
࠻߇ᔅⷐߣߥࠆߢࠈ߁ޕ
TA ߦછߖࠆߩ▸࿐㧘TA ߩᵴ↪ࠍ⚵ߺㄟࠎߛᬺ⸳⸘㧘੍▚ߩ⏕ߥߤߦߟߡ㧘ోቇ⊛ߥว
ᗧߩᒻᚑ߇ᔅⷐߢࠆޕ
TA ߩߩ▸࿐ߪ㧘ർᄢߩ⁁ߢ߽߆ߥࠅᐢߊᄙ᭽ߢ㧘2006 ᐕᐲߦⴕߞߚ㧘ቇ↢(TA)ᢎຬߦኻ
ߔࠆ TA ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߦࠃࠇ߫㧘⻠⟵߿ណὐ⹏ଔߩ৻ㇱࠍ TA ߦછߖߡࠆߪ࿁╵
ߩ 30~50㧑ߦࠆޕᓟ߽ TA ߩߩታ⁁⺞ᩏ⎇ⓥࠍ⛮⛯ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
TA ߳ߩᜰዉ⸠✵⎇ୃߪ㧘ోቇડ↹ߛߌߢߥߊ㧘ฦㇱዪ㧔⎇ⓥ⑼㧘ኾ㧘⻠ᐳ╬㧕ߢ߽ߐ߹ߑ
߹ߥข⚵߇ⴕࠊࠇߡࠆోߡߟߦࠄࠇߘޕቇ⊛⺞ᩏࠍⴕ㧘⚻㛎ࠍߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
21 ♿ߩᄢቇߩᢎ⢒ߣ⎇ⓥߩలታߪ㧘߆ߦ TA ࠍᢎ⢒ߦᵴ↪ߔࠆ߆ߦ߆߆ߞߡࠆޕർᄢߪ TA
ᐲ㧘TA ⎇ୃߢవ㚟⊛ߥข⚵ࠍㅴߡ߈ߚ߇㧘PFF ࡊࡠࠣࡓߣ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠚࡠ(TF)ᐲߩ
ዉߦࠃࠅ㧘࿖㓙⊛ߦㅢ↪ߔࠆ㝯ജࠆᄢቇ㒮ᢎ⢒ߩታߦะߌߡߐࠄߦ೨ㅴߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
TF ᐲߦ߅ߡߪԘᬺࠍቯဳൻߒߡ TF ߣಽᜂߔࠆߎߣߦࠃࠅ㧘ቇ჻⺖⒟ᢎ⢒߇లታߒ㧘ᢎຬߪ
ࠃࠅഃㅧ⊛ߥ㕙ߦ⾗Ḯࠍᛩߢ߈ࠆޕԙᄢቇ㒮↢߇⎇ⓥ⠪ᢎຬߣߒߡዞ⡯ߔࠆߚߩᢎ⢒㕙ߢߩ࠻
࠾ࡦࠣ߿ࠠࡖࠕࡄࠬߩࠍ߭ࠄߊߎߣ߇ߢ߈ࠆޕԚᄢቇ㒮↢߳ߩ⚻ᷣ⊛ᡰេߣߥࠆޕԛᢎຬߣ
ߩ TA ߩਛ㑆⊛ሽߢࠆ TF ߪ㧘ቇ↢ߩࡠ࡞ࡕ࠺࡞ߣߥࠅീቇ߳ߩേᯏߠߌࠍ㜞ࠆߎߣ߇
ߢ߈ࠆޕએߩⷰὐ߆ࠄ㧘ࠃࠅ⚵❱⊛ߥ TA ᵴ↪ߩ⚵ߺࠍᢛలߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
㧔⮮ ෘ㧕
2ņ5㧚ਛၷᢎຬะߌᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ FD
22-1. ╙ 2 ࿁ᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᄢቇᢎຬߩᬺോߣᢎ⢒ᡷༀࡑࡀ 2010.10.22~23
ࠫࡔࡦ࠻ޠ
FDߦ㑐ㅪߔࠆ⇇ߩ⁁ᴫߪ㧘ᰴߩࠃ߁ߦ߹ߣࠄࠇࠆޕ
1㧚⊒ዷㅜ࿖ࠍ⻉ᄖ࿖ߩᢎ⢒ᐲ㧔․ߦ⎇ୃᐲ㧕ᡷ㕟ߪᕆㅦߦㅴዷߒߡ߅ࠅ㧘ᣣᧄߛߌ߇
ᓟࠇߡࠆޕ
2㧚ᦨ߽ᷓೞߥߩߪ㧘ోᢎຬߩදജߦࠃࠆࠞࠠࡘࡓᡷ㕟ߩᨵエᕈ߇ᣣᧄߦߪᰳߌߡࠆߎߣߢ
ࠆޕ
ߘߩᡷ㕟ߦߪ㧘
ᢎຬోຬ߇ෳടߔࠆࠞࠠࡘࡓ⸳⸘ߩ⚵ߺߣᢎຬߩᗧ⼂ᡷ㕟߇ᔅⷐߢࠆޕ
․ߦᢎຬߩᗧ⼂ᡷ㕟ࠍടㅦߔࠆߚߦߪ㧘ਛၷᢎຬࠍኻ⽎ߦߒߚᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ FD ߇

֣14 ֣

ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ (2011)

ലߢࠅ㧘ߎࠇ߇ᰴߩࠬ࠹࠶ࡊߢⴕ߁ߴ߈⎇ୃߩ৻ߟߣߥࠆޕ
ᄢቇᢎຬߪ㧘ᚲዻߔࠆᄢቇߩ␠ળ⊛ሽଔ୯ࠍ㜞ࠆߚ㧘ߘߩᄢቇߩᢎ⢒㧘⎇ⓥ㧘␠ળ⽸₂ߩ⊒
ዷߦነਈߔࠆ⽿ോ߇ࠅ㧘▤ℂㆇ༡㧔ࡑࡀࠫࡔࡦ࠻㧕߽ၮᧄ⊛છോߢࠆߦ․ޕᄢቇߩᢎ⢒ജะ
߳ߩ⽸₂ࠍ╙৻ߩߣߒ㧘ቇ↢ਛᔃߩᢎ⢒ࠍㅴࠆ⽿છ߇ࠆޕᢎຬߪ㧘⥄ಽߩᄢቇߩㆊ㧘
ࠍᱜ⏕ߦᛠីߒ㧘ᧂ᧪ߩ⊒ዷߦะ߆ߞߡ㧘⊛⏕ߥⴕേࠍߣࠄߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ߎߩ⎇ୃߩ⋡⊛ߪ㧘ᄢቇߩࠍ߰߹߃ߡ㧘ᢎຬߣߒߡߩࠅᣇߣฦᢎຬߩᄢቇߦ߅ߌࠆ⟎ߠߌ
ࠍℂ⸃ߒ㧘ᄢቇߩᦨㄭߩേะߣ⁁ߩ⼂ߦߚߞߡ㧘ᄢቇߩ⊒ዷ㧘․ߦᢎ⢒ജะߦ⽸₂ߔࠆߚߦ
ౕ⊛ⴕേ⋡ᮡࠍ⸳⸘ߒ㧘ታⴕߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠆߎߣߦࠆⴕߩߘޕേ⋡ᮡߪ㧘ᰴߩࠃ߁ߦߥࠆޕ
1㧕 ᄢቇߩᢎ⢒ജะߦ⽸₂ߔࠆߚߦ㧘ᄢቇߩ୶ℂ✁㗔㧘PDCAࠨࠗࠢ࡞ࠍ߰߹߃㧘ᢎ⢒ᡷༀࡑ
ࡀࠫࡔࡦ࠻߇ߢ߈ࠆޕ
㧔ో㧕
2㧕 ቇ↢ਛᔃߩᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻߇ߢ߈ࠆޕ
㧔ኻ⽎㧕
3㧕 หߣදߒߡᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻߇ߢ߈ࠆޕ
㧔ද㧕
4㧕 ᄢቇ߇᳞ࠆᣇ╷ࠍ⊛⏕ߦߣࠄ߃㧘ᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠍታᣉߢ߈ࠆޕ
㧔ⴕേ㧕
5㧕 ᄢቇቇㇱቇ⑼ߩࠞࠠࡘࡓߩ⋡⊛㧘ࠞࠠࡘࡓ᭴ㅧߦߘߞߚᬺ⸳⸘㧘ᢎ⢒ᡷༀࡑࡀ
ࠫࡔࡦ࠻߇ߢ߈ࠆޕ
㧔ᢎ⢒ᡷༀⴕേ⸳⸘㧕
ർᄢߩᣂછᢎຬะߌFDߢߪ㧘᨞ⓨߩ⑼⋡ࠍ⸳ቯߒߘߩࠪࡃࠬࠍ⸥ㅀߔࠆߎߣߢᢎ⢒ߩၮᧄࠍりߦ
ߟߌࠆ৻ޕᣇ㧘ᣂߒਛၷᢎຬะߌFDߢߪ㧘㗴⸃ߩߚߦ᨞ⓨߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ⸳ቯߒߘߩㆀⴕ
⸘↹ࠍ⸥ㅀߔࠆߎߣߦࠃࠅ㧘ᢎ⢒ᡷ㕟ߩታᣉ⢻ജࠍりߦߟߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕᵴേᚻᴺߣߒߡ㧘ቇ⠌
ല₸ߩ㜞ࡒ࠾⻠⟵ߣࠣ࡞ࡊቇ⠌ࠍ⚵ߺวࠊߖߡ↪ࠆߎߣߪหߓߢࠆߪୃ⎇ߩߎޕ㧘ߩೋ
છ⠪⎇ୃਥߩFDࠍቢߒ㧘ᢎຬߩࠠࡖࠕࠕ࠶ࡊߦኻᔕߢ߈ࠆޕ
ᣂߒਛၷᢎຬะߌ⎇ୃߩ⋡⊛ߪ㧘ᢎ⢒ᐲᡷ㕟ߩਛᔃߣߥࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࡑࡀࠫࡖߩ㙃ᚑߦ
ࠆࡓࡘࠠࠞޕᡷ㕟ߩᨵエᕈߥߤ㧘ᣣᧄߩᄢቇߦᰳߌߚᯏ⢻ࠍዉߔࠆߚ㧘ᰴߩࠬ࠹࠶ࡊߩFD
ߢᔅⷐߥߩߪ㧘ᢎ⢒ᡷༀߩ࠳ࠍ㙃ᚑߔࠆ⎇ୃߢࠆޕઍߩᄢቇߪ㧘ᄌൻߩㅦ␠ળᖱߦኻ
ᔕߔࠆߚߦ㧘Ᏹߦᣂߚߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ᭴▽ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥߪߦߚߩߘޕఝ⑲ߥࡊࡠࠫࠚࠢ
࠻ࡑࡀࠫࡖߩ㙃ᚑ߇ᕆോߢࠆࠍୃ⎇ߩߎޕᲤᐕ1࿁㐿ߒ㧘30ฬ⒟ᐲߩ⎇ୃୃੌ⠪ࠍヘߔࠆ
ߎߣߢ㧘ᧄቇߩ⛮⛯⊛ߥᢎ⢒ᡷ㕟ߩၮ␆ߣߒߚޕ
㧔⚦Ꮉ ᢅᐘ㧕
2ņ6㧚ᢎ⢒୶ℂ✁㗔
2009 ᐕ 6 ߦർᶏᄢቇᢎ⢒୶ℂ✁㗔ߣർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ⑼ቇ⠪ߩⴕേⷙ▸߇ቯߐࠇ㧘ᦼ
ਛᦼ⋡ᮡਛᦼ⸘↹ߦߪޟ1. ᢎ⢒ᵴേో⥸ߦ㑐ߔࠆၮᧄᆫࠍ␜ߒߚᢎ⢒୶ℂ✁㗔ࠍߩޘᢎຬߦ
ᶐㅘߐߖࠆޕ2. ർᄢဳᰴઍ FD ࡊࡠࠣࡓࠍ㐿⊒ߒ㧘ታᣉߔࠆޕࠆߡࠇߐ⸥ߣޠ
ᢎ⢒୶ℂ✁㗔ߦߟߡߪ㧘ឭ᩺߇ోቇ⊛ߦᬌ⸛ߐࠇߡߚ 2008 ᐕᐲ߆ࠄᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩౝ
ኈߦขࠅࠇ㧘ᐕᐲ㧘ዊဳߩ⫥↪ࡈ࠶࠻ࠍᚑߒߡోᢎຬߦ㈩Ꮣߒߚޕ
ߘߩవߢߪ㧘
ᬺߩ႐ߢᢎ⢒୶ℂ✁㗔ࠍታ⾰ൻߔࠆᣇ╷ߣߒߡ㧘
એਅߩࠃ߁ߥข⚵߇ᔅⷐߢࠆޕ
2), 3)ߦߟߡߪᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻㧘ᄢቇᖱႎ࠺࠲ࡌࠬࠍㆇ↪ߔࠆ⹏ଔቶߣߩㅪ៤߇㊀ⷐߢࠆޕ
1㧕 ᢎ⢒୶ℂ✁㗔ࠍ߰߹߃ߡ㧘ᬺߦ߅ߌࠆᢎຬߩⴕേߦߟߡࠃࠅౕ⊛ߥࠟࠗ࠼ࠗࡦ㧔⡯ോ
✁㗔㧘ⴕേⷙ▸㧕ࠍ╷ቯߒ㧘FD, HP ߥߤࠍㅢߓߡ᥉ࠍߪ߆ࠆߎߣ
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㧖ࠪࠞࠧᄢቇᢎᴺࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢ㧘₹Ꮉᄢቇ ㇱ, 2005; ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߩቇ↢ߦࠃࠆ
ᬺߩ࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻ߥߤࠍෳᾖޕ
㧖UC Berkeley’s online course: Professional Standards and Ethics in Teaching ߢߪ㧘(1)
Promoting Learning through Diversity, (2) Teaching Students with Disabilities, (3)
Creating an Educational Environment Free of Sexual Harassment ߥߤ߇ߍࠄࠇߡࠆޕ
http://gsi.berkeley.edu/ethics/annotated-resource-list-2010.pdf
㧖ࡂࠬࡔࡦ࠻㒐ᱛߩ߶߆㧘ᣣᧄߢߪᲧセ⊛ᣂߒ࠹ࡑߢࠆޟᬺߩ࡙࠾ࡃࠨ࡞࠺ࠩࠗ
ࡦޠ
㧔⇐ቇ↢߿㓚ኂࠍ߽ߟቇ↢ߥߤߦ㈩ᘦߒߚᬺ⸳⸘㧕ߦߟߡ߽⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
2㧕 ᧄቇߢߪᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻ࠍ߽ߣߦ㧘2003 ᐕᐲ߆ࠄࠛࠢࡦ࠻࠹ࠖ࠴ࡖ࠭ߩᬺᡷ
ༀߩᎿᄦࠍ HP ߢߒߡࠆࠅࠃࠍࠇߎޕᄙߊߩᢎຬ߇ෳടߔࠆ⚵ߺߦ⊒ዷߐߖ㧘ᬺᡷ
ༀᚻᴺߩ᥉ߣᢎຬߩᗧ⼂ᡷ㕟ࠍㅴࠆߎߣ
3㧕 ᧄቇߢߪ߅ࠃߘ 10 ᐕ೨߆ࠄ⎇ⓥᵴേ㧘ᢎ⢒ᵴേ㧘ᄢቇㆇ༡㧘␠ળ⽸₂ߦࠊߚࠆޟᄢቇᖱႎ࠺
࠲ࡌࠬ ࠍޠHP ߢߒߡࠆࠫ࠙ࡂ࡞࠳ࠍࠇߎޕᄢ㧘ᒄ೨ᄢߥߤߢⴕߞߡࠆ࠹ࠖ࠴
ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩข⚵ߣ⚿߮ߟߌ㧘એਅߩࠃ߁ߥᯏ⢻ࠍઃടߒߡ㧘ߩޘᢎຬߩᢎ⢒ᵴ
േߩࠆ߃ޟൻࠅ߆ߪࠍޠ㧘ᬺᡷༀߣᢎຬߩᗧ⼂ᡷ㕟ߦᓎ┙ߡࠆߎߣ
Ԙᢎ⢒୶ℂ✁㗔߳ߩߩޘᢎຬߩ⾥หߩ⏕
ԙ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠖࡠ࠰ࡈࠖ㧔ᬺߦߟߡߩᢎຬߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ㧕ߩ⸥ㅀ
Ԛౕ⊛ߥᬺᡷༀߩข⚵ߩ
2ņ7㧚ࠪࡃࠬߩᡷༀ
21-1. ╙ 1 ࿁ࠪࡃࠬࠦࡦࠢ࡞㧔ෳ⠨ 31 ⑼⋡㧕
22-1. ╙ 2 ࿁ࠪࡃࠬࠦࡦࠢ࡞㧔ෳ⠨ 35 ⑼⋡㧕

2009.12
2011.1

ᧄቇߢߪ߅ࠃߘ 10 ᐕ೨߆ࠄ㧘ቇ჻⺖⒟ߩࠪࡃࠬߪߔߴߡోቇㅢߩ࠺࠲ࡌࠬߢߒ㧘ᄢ
ቇ㒮ߩࠪࡃ߽ࠬน⢻ߥ㒢ࠅห࠺࠲ࡌࠬߢߒߡࠆߚ߹ޕ㧘ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢᬺ⸳⸘
ࠪࡃࠬߩᦠ߈ᣇߦߟߡᜰዉߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ߘߩౝኈߣᚑᨐࠍ HP ߩർᶏᄢቇ FD ࡑ࠾ࡘࠕ࡞
߿㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞ߩ FD ႎ๔ߣߒߡߒ㧘ࠪࡃࠬߩౝኈᡷༀࠍߪ߆ߞߡ߈ߚޕ
ᄖㇱ⹏ଔߦ߅ߡ㧘ᧄቇߩ߆ߟߊߡߟߦࠬࡃࠪߩޘᡷༀὐ߇ᜰ៰ߐࠇߚߚ㧘2009 ᐕᐲ߆
ࠄ㧘ోቇᢎ⢒ฦቇㇱᄢቇ㒮ߩ೨ᐕᐲࠪࡃࠬࠍὐᬌߒ㧘ෳ⠨ߣߥࠆࠪࡃࠬࠍㆬቯߒߡߒ㧘
ᰴᐕᐲࠪࡃࠬߩᡷༀߦᓎ┙ߡࠆข⚵㧔ࠪࡃࠬࠦࡦࠢ࡞㧕ࠍߪߓߚޕ
ർᄢߢߪቇ჻⺖⒟ߛߌߢ߽ 5 ජ⑼⋡ㄭࠪࡃࠬ߇ࠅ㧘ߔߴߡࠍὐᬌߔࠆߎߣߪਇน⢻ߥߩߢ㧘
ࠪࡃࠬࠦࡦࠢ࡞ߢߪ㧘ోቇᢎ⢒⑼⋡ߦߟߡߪฦ⑼⋡⽿છ⠪㧘ቇㇱᄢቇ㒮ߩᬺ⑼⋡ߦߟߡ
ߪฦㇱዪߩᢎോᆔຬ㐳╬ߦߘࠇߙࠇᢙઙߕߟޟෳ⠨ߣߥࠆߩޠផ⮈ࠍଐ㗬ߒ㧘ផ⮈ߐࠇߚࠪࡃࠬ
ࠍᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߢὐᬌߒߡ⛉ࠅㄟߺ㧘1 ᐕ⋡ߪ 31 ⑼⋡㧘2 ᐕ⋡ߪ 35 ⑼⋡ࠍߒߚߚ߹ޕᐕߪ㧘ㆬ
ቯߐࠇߚࠪࡃࠬߩਛߢ․ߦ⹏ଔߩ㜞߆ߞߚㇱಽࠍ㗄⋡ߦޕߚߒ⚫ߢޠ࠲ࠬࡘ࠾ޟ
ࠪࡃࠬߪㇱዪ㧘⺖⒟㧘ᬺ⑼⋡ߩᕈ⾰ߦࠃࠅ߈ࠊߡᄙ᭽ߢ㧘৻ᓞߦޟᮨ▸ࠍޠߍࠆߎߣߪ
࿎㔍ߥߚ㧘ߒߚ߽ߩߪߊ߹ߢ߽ޟෳ⠨ߡߒߣޠ㧘ࠃࠪࡃࠬߪߤ߁ࠆߴ߈߆㧘ᓟ߽
ฦㇱዪߩ FD ߿㑐ଥᢎຬࠣ࡞ࡊߢ⼏⺰ࠍᷓ㧘ቇ↢ߩᓎߦ┙ߟࠪࡃࠬࠍࠆࠃ߁ଐ㗬ߒߡࠆޕ
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ଢቱ⊛ߦߣޠ࡞ࠢࡦࠦޟࠎߢࠆ߇㧘ࠪࡃࠬߦ㗅㧘ᐨࠍߟߌࠆߎߣ߇⋡⊛ߢߪߥߊ㧘ផ
⮈ㆬቯߩㆊ⒟ߢߩޠࠬࡃࠪࠃޟၮḰࠍߔࠆߎߣߦࠃࠅࠪࡃࠬߩౝኈᡷༀࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ
ߥ߅㧘ᬺࠕࡦࠤ࠻ߦ߅ߌࠆࠪࡃࠬߦߟߡߩ⢐ቯ⊛࿁╵ߪ㧘19992009 ᐕᐲߦ
46.0%  ߣᄢߦߒߡࠆ㧔࿑ 4㧕ޕ
࿑ 4 ቇ↢ߩࠪࡃࠬ⹏ଔߩផ⒖

⹏ὐ㧠ߣ㧡ߩว⸘(%)
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57.3

60.4

63.0

65.8

69.8

72.4

ోቇᢎ⢒

49.9
46.0

40.0

⸒

⺆

ኾ

㐷

ో



1999 2000 00 ᓟ 01 ᓟ 02 ᓟ
03 ᓟ
04 ᓟ
05 ᓟ
06 ᓟ
07 ᓟ
08 ᓟ
೨
೨
-01 ೨ -02 ೨ -03 ೨ -04 ೨
-05 ೨
-06 ೨
-07 ೨
-08 ೨
-09 ೨
ో 46.0% 49.9% 55.1% 56.7% 57.2%
57.3%
60.4%
63.0%
65.8%
69.8%
72.4%
ోቇ 48.2% 48.9% 53.7% 56.1% 54.7%
56.2%
61.1%
62.1%
64.2%
70.0%
72.4%
⸒⺆ 57.2% 57.6% 61.2% 62.3% 60.6%
64.7%
68.0%
70.1%
66.2%
73.1%
74.8%
ኾ㐷 43.9% 49.5% 55.7% 56.9% 58.2%
58.2%
59.9%
63.4%
66.8%
69.7%
72.5%
㧖ᬺࠕࡦࠤ࠻ߩ⸳ߪࠬࡃࠪޟ㧘ᬺߩ⋡ᮡ㧘ౝኈ㧘⹏ଔᣇᴺࠍᔟߦ␜ߒߡߚߩ߳ޠ࿁╵ߢ㧘⹏ὐ 4
㧔ߘ߁ᕁ߁㧕ߣ⹏ὐ 5㧔ᒝߊߘ߁ᕁ߁㧕ߩว⸘㧑

ߩࠪࡃࠬߩὐᬌߩవߢߪ㧘
ࠞࠠࡘࡓోߩὐᬌ⹏ଔߣ⚵ߺวࠊߖߚข⚵߇ᔅⷐߢࠆޕ
ߚߣ߃߫㧘ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢߩࡆࠫࡀࠬࠬࠢ࡞ߢߪ㧘ࠞࠠࡘࡓࡐࠪߦೣࠅ㧘♽⊛ߦࠞ
ࠠࡘࡓߩ⹏ଔ߇ⴕࠊࠇߡࠆޕቇ⠌ᢎ⢒⹏ଔᜂᒰ⡯ຬ߇ᢎോᆔຬ߿ᬺᜂᒰᢎຬ㧝ੱ߭ߣࠅߣ
㕙⺣ߒߡ㧘ࡆࠫࡀࠬࠬࠢ࡞ోߩ⋡ᮡ㧘⋡ᮡߦኻᔕߒߚࠞࠠࡘࡓ㧘ߩޘᬺߩ⋡ᮡ㧘߅ࠃ߮
ฦ⺖㗴ߩ⹏ଔၮḰߩ⸳ቯߥߤࠍ⹏ଔߒ㧘ᡷༀឭ᩺ࠍ߹ߣߡࠆޕㄭ᧪㧘ᧄቇߢ߽ߎߩࠃ߁ߥ⚵
❱⊛♽⊛ߥข⚵߇ᔅⷐߣߥࠆߛࠈ߁ޕ
2ņ㧚ᬺᡷༀ
ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢ㧘ᬺ⸳⸘ࠪࡃࠬߩᦠ߈ᣇߦߟߡߩࠣ࡞ࡊᬺߩߣ㧘ᓟߩ FD
ߦߟߡⷐᦸࠍߚߕߨࠆߣ㧘
ޟᬺߩ߿ࠅᣇౕߡߟߦޠ⊛ߥᜰዉࠍ᳞ࠆჿ߇ᄙޕᣂછ⧯ᚻᢎ
ຬߩਛߦߪޟᬺߩ߿ࠅᣇᎿᄦߩޠᜰዉ߳ߩⷐᦸߪ⏕߆ߦࠆ⎇ᧄޕⓥㇱ㐷߇ߎࠇ߹ߢⴕߞߡ߈ߚ㧘
ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߿ࠝࡦࠗࡦߢߩᖱႎឭଏߩ߶߆ߦ㧘ޟታ⠌ޠᒻᑼߩᜰዉ߽ᔅⷐߦߥߞߡࠆޕ
2ņņ㧚ᬺෳⷰ㐿
20-1. ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ․⦡ GP㧔ᐔᚑ 19 ᐕᐲ㧕ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟ㐿ᬺߩ⁁ߣ⺖ 2008.12.23
㗴ޠ㧘ోቇ⊛ᬺ㐿㧔OCW ᐲ㧕ࠪࠬ࠹ࡓ⺑ળⷞኤ㧔⮮㧘ጊ↰㧕
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2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

21-1. หᔒ␠ᄢቇ㧘ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔⮮㧘㚍ᷗ㧘ᚭാੱ㧕
2009.9.17
21-2. ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ╙ 3 ࿁․⦡ࠆᄢቇᢎ⢒ᡰេࡊࡠࠣࡓ㧔ᐔᚑ 19 ᐕᐲ㧕ណᛯ 2009.12.5
⸥ᔨࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓోޟቇ⊛㐿ᬺᐲࠍゲߣߒߚ FD ᵴേ㧘3 ᐕ㑆ߩᚑᨐߣ⺖
㗴࠻ࡦࡔࠦޠ㧔⮮㧘ᢧ⮮㧘ᣣศ㧘┻ጊ㧘ጟლ㧘ᩊ↰㧕
ᬺᡷༀߩߚߩ FD ߣߒߡ㧘ᬺෳⷰ㐿ߩข⚵ߪో࿖ߢᐢߊⴕࠊࠇߡࠆޕᢥㇱ⑼ቇ⋭ߩ⺞
ᩏߦࠃࠇ߫㧘2008 ᐕᐲߦᢎຬ⋧ߩᬺෳⷰࠍⴕߞߡࠆᄢቇߪ㧘࿖┙ 65㧘┙ 32㧘⑳┙ 274㧘⸘
371 ᩞ㧔ోߩ 49.5%㧕ߦࠆޕጊᒻᄢ㧘ᄢหᎿᬺᄢߥߤߩข⚵߇ฬߛ߇㧘ᬺ㐿ߣᓟ⸛⺰ળ
ࠍ⚵ߺวࠊߖߚኒᐲߩỚข⚵ߢ㧘ർᄢߩࠃ߁ߥᄢⷙᮨᩞߢขࠅࠇࠆߩߪ࿎㔍ߣᕁࠊࠇߚޕ
ᵹㅢ⑼ቇᄢߩᐔᚑ 19~21 ᐕᐲ․⦡ GPోޟቇ⊛৻ᢧᬺ㐿ᐲࠍゲߣߔࠆ FD ᵴേޠ㧘․ߦหᄢ
ቇ߇㐿⊒ߒߚޟᬺ㐿ෳⷰᡰេࠪࠬ࠹ࡓߦޠᵈ⋡ߒ㧘․⦡ GP ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦ 2 ࿁ෳടߔࠆߣߣ
߽ߦ㧘ᢎോ⺖ᜂᒰ⠪߽߃ߡ⸰⺞ᩏࠍⴕ㧘หᡰេࠪࠬ࠹ࡓࠍർᄢߦዉߒ㧘2010 ᐕᐲ߆ࠄోቇᢎ
⢒⑼⋡ߦ߅ߡࠛࠢࡦ࠻࠹ࠖ࠴ࡖ࠭ߩᬺࠍਛᔃߦᬺ㐿ᐲࠍࠬ࠲࠻ߐߖߚޕ
ઁᄢቇߩߢ߽㧘㐿ᬺߩડ↹⥄ߪߕ߆ߒߊߥ߇㧘ᜬ⛯⊛ߦෳട⠪ࠍ⏕ߔࠆߩߪߥ߆ߥ
߆ߕ߆ߒޕർᄢߢ߽ߩߣߎࠈෳട⠪ߪߏߊዋᢙߛ߇㧘േᯏߠߌߩᣇ╷߿ᐢႎߩᒝൻߦߟߡᬌ
⸛ߒ㧘ෳടߒ߿ߔࠪࠬ࠹ࡓⅣႺࠍᢛߔࠆߥߤߒߡ㧘ᕷ㐳ߊขࠅ⚵ᔅⷐ߇ࠆޕ
2ņņ㧚ᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ
20-1. ᗲᇫᄢቇ⸰⺞ᩏ㧔ᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ╬㧕㧔⮮㧘⚦Ꮉ㧕

2008.5.19~21

☨࿖ߩᬺᡷༀߩข⚵ߪ㧘ᬺᡷༀࠍᦸᢎຬߦኻߔࠆߩᡰេ߇ਛᔃߢ㧘FD ᜂᒰ⡯ຬ(Faculty
Developer)ߦࠃࠆᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ߇ᐢߊⴕࠊࠇߡࠆޕ
ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢቇᢎ⢒㐿⊒⎇ⓥࡦ࠲(CIDR)ߪ㧘Dr. Jody D. Nyquist ฬᢎ㧔ೋઍᚲ㐳㧕߇㐿⊒
ߒߚᢎຬߦኻߔࠆߢޠࡓࠣࡠࡊࠣࡦࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦޟ㜞ߊ⹏ଔߐࠇߡࠆߩߢ㧘╙ 2 ࿁ᰴઍ FD
⎇ⓥળ(2008.11.13)ߢ㧘࠽ࠗࠠࠬ࠻ඳ჻ߦ CIDR ߩ⸳┙ߩ⚻✲㧘ᢎຬ߮ TA ะߌ⎇ୃࡊࡠࠣࡓߩ
ⷐ㧘ࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣࠕࡊࡠ࠴ߩၮᧄ⊛ߥ⠨߃ᣇ㧘߿ࠅᣇߦߟߡ⚫ߒߡߚߛߚޕ
2008 ᐕ 5 ߦߪ㧘࿖ౝߩవ㚟⊛ߥข⚵ߣߒߡ㧘ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢߩࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣࡊࡠࠣ
ࡓߦቇࠎߛ㧘ᗲᇫᄢߩᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣߩ᭽ሶࠍ⸰⺞ᩏߒߚޕᢎ⢒ቇ↢ᡰេᯏ᭴ߩᜂᒰᢎຬ
߇ᬺᡷༀࠍᦸᢎຬߩ⋧⺣ߦਸ਼ࠅ㧘ߘߩᢎຬߩᢎቶߦะߡ㧘ዊࠣ࡞ࡊ⸛⺰ߩᚻᴺߢߘߩᬺ
ߩ㐳ᚲߣ⍴ᚲߦߟߡቇ↢ߩჿࠍ㓸㧘⸻ᢿߣᡷༀឭ᩺ࠍ߹ߣᢎຬߦવ߃ࠆߣ߁㧘߈⚦߆ߥข
⚵ߢ㧘ലᕈ߇ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ1 ੱߩࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣᜂᒰᢎຬ߇ኻᔕߢ߈ࠆߩߪᐕߦᢙੱߢ㧘ᚻ
㑆ߪ߆߆ࠆ߇㧘ᬺ⸻ᢿߩࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߣ࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻ࠍᢛߔࠇ߫ታᣉน⢻ߢ㧘ࠣ࡞ࡊᬺਛᔃ
ߩർᄢဳ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩᰴߩࠬ࠹࠶ࡊߣߒߡ㧘ᦸߥᚻᴺߣ߃ࠆޕ
ߚߛߒ㧘ߎߩᚻᴺߪᣣᧄߢߪ߹ߛ㚔ᨴߺ߇߁ߔߩߢ㧘߹ߕ⚫⫥ᵴേ߇ᔅⷐߢࠈ߁ޕ
2ņņ㧚ࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣ
☨࿖ߩᬺᡷༀߩᚻᴺߩ৻ߟߣߒߡࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߦᵈ⋡ߒ㧘╳ᵄᄢቇർᶏᄢቇ࿖
㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ(2009.7.30~31)ߢ࠽ࠗࠠࠬ࠻ඳ჻ߦࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߦߟߡ⚫
ߒߡߚߛߚߚ߹ޕ㧘ᢥቇ⎇ⓥ⑼ะߌ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD ࡊࡠࠣࡓߩ․࿁ߣߒߡ㧘
࠽ࠗࠠࠬ࠻ඳ჻ߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ(2009.7.29)ࠍታᣉߒ㧘ߘߩᚻᴺߪߘߩᓟߩ
࠺ࡕ࠶ࠬࡦߩㅴⴕᣇᴺߦขࠅࠇࠄࠇߚޕ
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5 ੱ⒟ᐲߩዊࠣ࡞ࡊߢߘࠇߙࠇ 5 ಽ⒟ᐲߩ࠺ࡕᬺࠍⴕ㧘ࡆ࠺ࠝᓇ߽ขࠅࠇߡ㧘ࠣ࡞ࡊ
ᬺߦࠃߞߡ⋧ߦഥ⸒ᡷༀឭ᩺ࠍߔࠆᒻᑼߢ㧘࠽ࠗࠠࠬ࠻ඳ჻߇ࠤ࠴ߟߌߢߪߥߊޟᑪ⸳⊛ߥᗧ
ࠍޠ᳞㧘⊛⏕ߥᜰዉࠍⴕߞߚ߅߆ߍ߽ߞߡ㧘ෳട⠪߆ࠄߪߚ߳ࠎᅢ⹏ߛߞߚޕ
ߘߩᓟ߽㧘Ꮏቇ⎇ⓥ㒮㧘කቇ⎇ⓥ⑼ߥߤߢ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߩߚߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡢ
࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߇ડ↹ߐࠇߡࠆޕ
ࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߩലᨐߪ㧘⚻㛎⼾߆ߥࡈࠔࠪ࠹࠲ߩᚻ⣨ߦࠃࠆߣߎࠈ߇ᄢ߈ࠃ߁ߦ
߽ߺ߃ࠆ߇㧘࿖㓙ᢎ⢒ㅪ៤ᡰេ࠴ࡓߩ⠀ౝࠦ࠺ࠖࡀ࠲߇ᢥቇ⎇ⓥ⑼⧷⺆ᬺ FD ߢታᣉߒ
ߚ⚻㛎ߢߪ㧘
ࡈࠔࠪ࠹࠲ᓎߪ․ߦߕ߆ߒߊߪߥߣ߁ޕ
߹ߚ㧘
᧲੩ක⑼ᄢකቇᢎ⢒advanced
WS ߿╳ᵄᄢߩᢎ⢒ GP ข⚵ߢߪ㧘ᣣᧄ⺆ߦࠃࠆࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߩᚻᴺ߇ណ↪ߐࠇߡࠆޕ
ߎࠇࠄߩ⚻㛎߆ࠄ㧘ታᣉࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߣᄙዋߩ⸠✵ߦࠃߞߡࡈࠔࠪ࠹࠲ࠍ㙃ᚑߔࠇ߫㧘ࡑࠗࠢ
ࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߪᬺᡷༀ㧘․ߦ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߩ FD ࡊࡠࠣࡓߣߒߡᦸߥᚻᴺߣᕁࠊࠇࠆޕ
2ņņ㧚ࠝࡦࠗࡦࠦࠬ
12 ቇㇱ㧘18 ⎇ⓥ⑼╬ࠍᠩߔࠆർᄢߩᬺߪ߈ࠊߡᄙ᭽ߢ㧘ᬺᡷༀ߽㧘߹ߕฦㇱዪߢᬺߩ
႐ߦኒ⌕ߒߚข⚵߇ᔅⷐߛ߇㧘ߎࠇߣਗⴕߒߡലߥᡷༀᚻᴺߩ⚫ߥߤోቇ⊛ข⚵߽ᔅⷐߢࠆޕ
☨࿖ߩᄢቇߢߪ㧘ᢎ⢒ᡰេߪోቇ⚵❱ߩข⚵ߣㇱዪߏߣߩข⚵߇㊀ጀ⊛ߦታᣉߐࠇߡࠆޕ
ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߢߪ㧘ߎࠇ߹ߢ߽ޟᢎ⢒ᡰេޠHP ߳ߩࡦࠢࠍᯏ᭴ HP ߦ⸳ቯߒ㧘ᬺᡷༀߩߚߩ
ࠝࡦࠗࡦߩᖱႎឭଏࠍⴕߞߡ߈ߚ߇㧘ߎࠇࠍߐࠄߦలߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕᄢੱᢙ⻠⟵㧘⧷⺆ߦࠃࠆ
ᬺ㧘ᢎ⢒୶ℂ㧘ᬺߩ࡙࠾ࡃࠨ࡞࠺ࠩࠗࡦߥߤߪߘߩ㊀ⷐߥ࠹ࡑߣߥࠆߛࠈ߁ޕ
2ņņ㧚ᓆᐲ
ᬺᡷༀ߳ߩേᯏߠߌߣߒߡ㧘ർ☨ߩᄢቇߢߪࠛࠢࡦ࠻࠹ࠖ࠴ࡖ࠭ߩᓆᐲ㧔ᓆᑼ㧘
᳁ฬ౮⌀ߩឝ␜㧘⾨㊄ߥߤ㧕߇ᮡḰⵝߦߥߞߡࠆᧄޕቇߢߪޟᬺࠕࡦࠤ࠻ߦࠃࠆࠛࠢ
ࡦ࠻࠹ࠖ࠴ࡖ࠭ ߇ߩޠHP ߢ 2003 ᐕᐲ߆ࠄታᣉߐࠇቯ⌕ߒߡ߈ߚߩߢ㧘ᬺᡷༀߩᚑ
ᨐߦኻߔࠆᓆᐲࠍߐࠄߦలߔࠆߎߣࠍ⠨߃ߡ߽ࠃᤨᦼߦ߈ߡࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
㧔⮮ ෘ㧕
2ņ9㧚IT ᵴ↪ᡰេ
20-1. ࠢ࠶ࠞ╬ࠍ↪ߒߚᣇะဳᬺߩ᥉
1㧕 ᢎ⢒ GP ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻⎇ୃળ 2008㧘╳ᵄᄢቇ㧘⻠Ṷ㧦ᣇะ
⊛ᬺߩᡰេᴺ㧔ጊ↰㧕
2㧕 వ┵↢⑼ቇ⎇ⓥ㒮㧘ࠢ࠶ࠞታṶળ㧔ጊ↰㧕
3㧕 Ꮏቇㇱ㧘ࠢ࠶ࠞታṶળ㧔ጊ↰㧕
21-1. ࠢ࠶ࠞ╬ࠍ↪ߒߚᣇะဳᬺߩ᥉
1㧕 ోቇᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠢ࠶ࠞߩ⾉ߒߒ⺑ળ㧘FD ╬ߢ⚫
2㧕 PC ࠞࡦࡈࠔࡦࠬ㧘ᗲᇫᄢቇ㧘⊒㧦ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ⾉ߒߒ↪ࠢ
࠶ࠞߩዉߣ⁁㧔ጊ↰㧕
21-2. Moodle ߩ⚫᥉
1㧕 ICT ᵴ↪ᢎ⢒ࡒ࠽ޟe ࠾ࡦࠣㆇ↪ߣ ICT ᵴ↪ߩലᨐޠ㧘ർᶏᄢቇ㧘
⻠Ṷ㧦࠾ࡦࠣࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓߩࡈ࠰ࡈ࠻ޟMoodleߩޠᵴ↪
ߦߟߡ㧔ጊ↰㧕
2㧕 ࠝࡦࠗࡦዊ࠹ࠬ࠻㧔e-࠾ࡦࠣ㧕ߩ⹜ⴕ
22-1. ࠢ࠶ࠞ㧘e-࠾ࡦࠣ╬ࠍ↪ߒߚᣇะဳᬺߩ᥉
1㧕 ࠢ࠶ࠞࠍኾ㐷⑼⋡߳⾉ߒߒ
2㧕 ർᶏᄢቇ↢‛⑼ቇ⑼ FDࠞ࠶ࠢޟታṶળޠ㧔ጊ↰㧕
3㧕 ᶧ᥏↹㕙ઃ߈ࠢ࠶ࠞߩ⹜↪㐿ᆎ
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2009.2.4
2009.2.18
2009.2.27
2009.3.6
2009.8.9~11
2010.2.4

2010.9.17

2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

4㧕 ోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળߢࠢ࠶ࠞࠍ⚫㧔ጊ↰㧕
5㧕 ർᶏᄢቇᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘ࠢ࠶ࠞࠍ↪ߒߚᬺ㧔ጊ↰㧕
6㧕 ᄢቇ㒮ㅢᬺޟ㜞╬ℂቇᢎᴺ⚫ࠍࠞ࠶ࠢߢޠ㧔ጊ↰㧕
7㧕 ࡍࡦဳࠢ࠶ࠞߩ㐿⊒㧔ጊ↰㧕
22-2. Moodle ߩ⚫᥉
1㧕 ർᶏᄢቇᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢ ELMS ࠍ⚫㧔Ꮣᣉᴰ㧕
2㧕 ᄢቇ㒮ㅢᬺޟ㜞╬ℂቇᢎᴺ ߢޠMoodle ࠍ⚫㧔ጊ↰㧕
3㧕 ࠝࡦࠗࡦዊ࠹ࠬ࠻ߩ᥉

2010.4.6
2010.6.4, 11.5

2010.6.4, 11.5

IT ᵴ↪ߩᡰេߣߒߡߪ㧘Ԙࠢ࠶ࠞߣԙ࠾ࡦࠣࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓ(LMS)ߩ↪ᴺߩ
⎇ⓥߣ⚫᥉ࠍਛᔃߦⴕߞߡ߈ߚ࠽ࠕࠖ࠺ࡦࠗޕᄢ㧘࠰࠙࡞ᄢ㧘ࠪࡦࠟࡐ࡞ᄢߢ߽㧘IT ᵴ↪ᡰ
េߪᢎຬߦኻߔࠆᬺᡷༀᡰេߩਥⷐߥ࠹ࡑߣߥߞߡࠆޕ
2ņņ㧚ࠢ࠶ࠞ
2008 ᐕᐲߦߪ㧘ർᄢᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߥߤߢࠢ࠶ࠞߩታṶ⚫ࠍⴕߞߚߣߎࠈ㧘୫ࠅࠄࠇ
ߥ߆ߣߩⷐᦸ߇ᄙᢙߞߚߚ㧘Ꮧᦸߔࠆᢎຬߪߟߢ߽↪ߢ߈ࠆࠃ߁ⅣႺᢛࠍ㐿ᆎߒߚޕ
2009 ᐕᐲߦߪ㧘ోቇᢎ⢒ᜂᒰߦ⾉ߒ↪ 5 ࠶࠻㧔360 㧕ࠍ↪ᗧߒ㧘◲නࡑ࠾ࡘࠕ࡞߿ࠗࡦࠬ࠻
࡞ CD ╬ࠍᚑ㧘⺑ળࠍⴕߞߚޕᬺߩ߶߆ࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ㧘ળ⼏ߥߤߢ߽ᵴ↪ߐࠇߡࠆޕ
2010 ᐕᐲߦߪ㧘ኾ㐷⑼⋡߽ߚቇౝో߳ߩ⾉ߒ߇ᢛߐࠇߚޕ
2009~10 ᐕᐲߩ↪ᢎຬᢙ㧘ᬺ╬ߩᢙߪਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
2009 ᐕᐲ

2010 ᐕᐲ

㧝ቇᦼ

㧞ቇᦼ

㧝ቇᦼ

㧞ቇᦼ

ᢎຬ

17

9

15

13

ᬺ╬

26

17

22

18

ਗⴕߒߡ㧘ㄭᐕ⊒ᄁߐࠇߚᶧ᥏⓹ઃ߈߿ᢥሼജᑼࠢ࠶ࠞࠍᬺߢ⹜↪ߒ㧘ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍ
ⴕ㧘㜞╬ᢎ⢒ߦᦨㆡߥࠢ࠶ࠞࠍㆬ߮ߔߚߩ⎇ⓥࠍⴕߞߡ߈ߚޕ
ᐢႎ߆߶ߚߒ⚫ߡߟߦࠞ࠶ࠢߢޠ࠲ࠬࡘ࠾ޟ㧘ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢ߽Ფ࿁㧘ታ
Ṷળࠍⴕߞߚߚ߹ޕ㧘ฦቇㇱߢߩࠢ࠶ࠞ⾼߳ߩഥ⸒߿㧘ቇ⑼ߩ FD ⎇ୃળߥߤߢߩታṶߦ߽ኻ
ᔕߒߚߦࠄߐޕ㧘ઁᄢቇߦኻߒߡ߽㧘ࠢ࠶ࠞࠍਛᔃߣߒߚ e-࠾ࡦࠣߦߟߡߩ⻠Ṷ㧘ᬺⷞ
ኤߩฃߌࠇ㧘วࠊߖߥߤߦኻᔕߒ㧘ᣣᧄߩ㜞╬ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆࠢ࠶ࠞߩ᥉ߦ⽸₂ߒߚޕ
ߘߩ߶߆㧘⑼ቇ⎇ⓥ⾌ߩࡓ࠹ࠬࠪࠞ࠶ࠢߩߡߒߣ࠻ࡈ࠰ࡈޟ㐿⊒ߩޠഥᚑߩ߽ߣ㧘࠺ࠫ࠲
࡞ࡍࡦࠍ↪ߒߚ㧘ᚻᦠ߈ᢥሼ࿑߽ㅍାߢ߈ࠆᣂߒ࠲ࠗࡊߩࠢ࠶ࠞߩ㐿⊒߽ⴕߞߚޕ
2ņņ㧚LMS
LMS ߦߟߡߪ㧘ᖱႎၮ⋚ࡦ࠲ߢ▤ℂߒߡࠆ ELMS ߦട߃ߡ㧘⇇⊛ߦ᥉ߒߡࠆࡈ
࠰ࡈ࠻ Moodle ߽ోቇߢ↪ߢ߈ࠆࠃ߁ᢛߒߚ⎇ᧄޕⓥㇱ㐷ߩࠨࡃߢㆇ↪ߒ㧘Ꮧᦸߔࠆᢎຬߪ
⺕ߢ߽↪ߢ߈㧘◲නࡑ࠾ࡘࠕ࡞߽↪ᗧߒ㧘ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߩ Web ࡍࠫߢ㐿ߒߡࠆޕ
‛ℂቇ⑼ߩኾ↪ Moodle ߇߶ߒߣ߁ⷐ⺧ߦᔕ߃ߡ㧘
ޟർᄢࠨࠗࠛࡦࠬ CMS ߡߒߣޠMoodle ࠍ
ዉߒ㧘ࠨࡃߪ‛ℂቇ⑼ߦ߅߈㧘ࡕ࠻ᠲߢ▤ℂࠍ⺧ߌ⽶ߞߡࠆޕ
㧘ർᶏᄢቇ Moodle ߪ 9 ฬߩᢎຬ߇ 23 ࠦࠬߢ㧘ർᄢࠨࠗࠛࡦࠬ CMS ߪ 3 ฬߩᢎຬ߇ 13
ࠦࠬߢ↪ߒߡࠆޕ
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ELMS, Moodle ߦߟߡ߽㧘ᐢႎ߿ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪࡊߩࠢ࠴ࡖ㧘ᱜ⺖ߩṶ⠌ߥߤߢ⚫ߒߚޕ
Ṷ⠌ߢߪ㧘LMS ߩ㜞ᐲߥ↪ᴺߢࠆ㧘⥄േណὐน⢻ߥዊ࠹ࠬ࠻ߩᚑ߽ⴕߞߚߪࠇߎޕ㧘න
ߩታ⾰ൻቇ↢ߩ⥄⠌ଦㅴߩข⚵ߢ㧘ᢎຬߩᚻ㑆ࠍシᷫߔࠆᣇᴺߩ㧝ߟߣߒߡߣߡ߽ലߢࠆޕዊ
࠹ࠬ࠻ࠍⶄᢙߩᢎຬߢ↪ߔࠇ߫ߐࠄߦല₸߇߇ࠆޕታ㓙ߦ㧘ELMS ߢߪޟᖱႎቇ Iޠ
㧘Moodle ߢ
ߪޟၮ␆‛ℂቇޠ
✚ޟว⑼ቇߢޠ㧘ࠝࡦࠗࡦዊ࠹ࠬ࠻߇ᵴ↪ߐࠇߡࠆޕ
ߘߩ߶߆㧘
ᄢቇ㒮↢ߩߚߩPFF⻠ᐳ߿TA⎇ୃળߥߤߢ߽ࠢ࠶ࠞߣMoodleߩ⚫ࠍⴕߞߚޕ
2ņņ㧚IT ᵴ↪ߩዷᦸ
LMS (Moodle)ߪ㧘↪ᣇᴺߩ⠌ᓧ߿▤ℂߩᚻ㑆ࠍ⠨߃ࠆߣ㧘⁁ߩ߹߹ߢߪ↪ߔࠆᢎຬߪ߹
ࠅჇ߃ߥߛࠈ߁ߒ߆ߒޕ㧘↪ᢎຬߩჇടࠍ߽ߚࠄߔน⢻ᕈߩࠆᣇᴺ߇ 3 ߟ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
1) TA ߦ LMS ߩᬺࠦࠬߩ▤ℂࠍછߖࠆߎߣ৻ߦߚߩߘޕቯߩ੍▚ࠍഀ߈㧘ోቇᢎ⢒ TA ⎇
ୃળߦ LMS ߩಽ⑼ળࠍ⸳ߌࠆߎߣߢน⢻ߣߥࠆ࡞ࡐࠟࡦࠪޕᄢߢߪ㧘ᢎຬ߳ߩ IT ᵴ↪ᡰេ
ߦߪቇ↢ࠕ࡞ࡃࠗ࠻ࠍᐢߊᵴ↪ߒߡࠆޕ
2) ޠࡍࡇࠦޟኻ╷↪ࠪࠬ࠹ࡓߩዉߢ࡞ࠗࠔࡈࠍ࠻ࡐߪࠇߎޕឭߔࠆ LMS ߣߩⷫᕈ߇㜞
ޕLMS ߦࠃࠆࡐ࠻ࡈࠔࠗ࡞ߩឭߪᲧセ⊛◲නߦ↪ߢ߈㧘ࡔ࠶࠻߇ታᗵߢ߈ࠆޕ
૬ߖߡ㧘ᣣᧄ⺆↪ࠦࡇࡍᬌ࠰ࡈ࠻߇ޠ࠽࡞ࡍࡇࠦޟ㐿⊒ߐࠇߚߩߢ㧘
ޠࡍࡇࠦޟഇ⓯㗴
߳ߩ෩ߒኻᔕ߽ߡ㧘ᣧᕆߦ⚵❱⊛ߥኻᔕ߇ᔅⷐߢࠆޕ
3) ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩෳട⊓㍳ࠍ LMS ߢⴕ߁ߎߣߦࠃࠅ㧘
ᢎຬߦ LMS ߩ↪ߦᘠࠇߡ߽ࠄ㧘
ᔃℂ⊛ߥოࠍขࠅ㒰ߊߎߣࠅࠃ࡞ࡔ߽ࠇߎޕଢߢ㧘ࡔ࠶࠻߇ታᗵߢ߈ࠆޕ
ࠢ࠶ࠞߦߟߡ߽㧘ߐࠄߦᚻ㑆ࠍシᷫߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
1) 2011 ᐕᐲߦߪ㧘⾉ߒ↪ࠢ࠶ࠞߩࠗࡦࠬ࠻ࠍ㧘ࠕ࡞࠲ࠗࡓࠫࠬ࠻࡚ࠪࡦᯏ
⢻ࠍ߽ߟᦨᣂ ߦߒ㧘ߘࠇߦኻᔕߒߚࡑ࠾ࡘࠕ࡞ࠍᚑߔࠆ੍ቯߢࠆࠅࠃߦࠇߎޕᬺߩೋ
ߦቇ↢⊓㍳߇ߢ߈㧘ቇ↢ߦߤߩࡕࠦࡦࠍ㈩Ꮣߒߡ߽㧘ቇ↢ߏߣߩ⼂߇น⢻ߣߥࠆޕ
2) 2011 ᐕᐲ߆ࠄ㧘㐿⊒ਛߩ࠺ࠫ࠲࡞ࡍࡦߦࠃࠆᣂဳࠢ࠶ࠞߩ⹜↪ࠍߪߓ㧘ߘߩᓟ㧘ઁ
ߩᢎຬߦ߽⹜↪ࠍ߮ដߌࠆ੍ቯߢࠆޕ
㧔ጊ↰ ㇌㓷㧕
2ņ10㧚ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ
20-1. SD ⎇ⓥળޟᄢቇ⡯ຬߩ⢻ജ㐿⊒ߪ߆ߦࠆߴ߈߆㧫 㨪ੱߣ⚵❱߇
ߦᚑ㐳ߔࠆߚߦ㨪ޠ
21-1. ർᶏ FDSD ࡀ࠶࠻ࡢࠢ㧔⒓㧕ߩ⸳┙Ḱ
21-2. ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ⸳┙✚ળ㧘⻠Ṷ㧦ߎࠇ߆ࠄߩ FD ߦ᳞ࠄ
ࠇࠆ߽ߩ㨪ᄢቇᢎ⢒ߩ㕟ᣂߣᢎຬߩࠅᣇ㨪㧘࿖┙ᢎ⢒╷⎇ⓥᚲ㜞╬ᢎ⢒⎇
ⓥㇱ✚⎇ⓥቭ Ꮉፉੑ
21-3. 2009 ᐕᐲർᶏᄢቇ SD ⎇ୃޟᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ޠ
1㧕 ᄢቇᡷ㕟ߣ⡯ຬߩᧄ᳇ᐲ㧘ฬၔᄢቇቇ㐳 ᳰ↰ノ
2㧕 ᄢቇ⡯ຬߦ᳞ࠄࠇࠆ⢻ജߣߪߤ߁߁߽ߩ߆㧘ᄢቇࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ੩ㇺ
ോዪ㐳 ᔒ᳓┨ੱ
21-4. ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળࡎࡓࡍࠫߩ┙ߜߍ
22-1. ↢ᶦቇ⠌⸘↹ࡈࠜࡓ㧦ᄢቇ⡯ຬߩ⢻ജ㐿⊒ߦ߅ߌࠆ⺖㐳⡯ߩᓎഀ㧘ฬ
ၔᄢቇಎᢎ ਛፉ⧷ඳ
22-2. FD ╬ߩታᣉ⁁ᴫߦߟߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ(ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ)
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2009.3.13
2009.10.8
2009.10.15~16

2010.2.12
2010.9.1
2010.9.

2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

22-3. ᐔᚑ 22 ᐕᐲ FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢઍ⠪ળ⼏㧘੩ㇺᄢቇ㧘ർᶏ FDSD 2010.9.7~8
ផㅴද⼏ળߩᵴേ㧔⚦Ꮉ㧕
22-4. 2010 ᐕᐲർᶏᄢቇ SD ⎇ୃᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ޟᄢቇ⡯ຬߩᗧ⼂ᡷ 2010.10.13~14
㕟ߣࠠࡖࠕᒻᚑޠ
1㧕 ᄢቇᡷ㕟ߣ⡯ຬߩᓎഀ㧘ᗲ⍮᧲㇌ᄢቇℂ ፉ৻
2㧕 ᄢቇ⡯ຬߪߤ߁⢒ߟ߆㧘ฬၔᄢቇᄢቇಎᢎ ਛፉ⧷ඳ
3㧕 ᄢቇ⡯ຬߦ᳞ࠄࠇࠆ⢻ജߦߟߡ⠨߃ࠆ㧘ᗲᇫᄢቇಎᢎ ⮮ᶈ┨
22-5. 2010 ᐕᐲർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ✚ળ㧘․⻠Ṷ㧦ᒄ೨ᄢቇߦ߅ߌ 2010.10.20
ࠆᢎ⢒ᡷ㕟ߩข⚵ߣ⺖㗴㧘ᒄ೨ᄢቇቇ㐳 ↰ஜ╷㧧࠹ࡑ࠶࡚ࠪࡦ㧔ࠣ
࡞ࡊ⸛⼏㧦Ԙᬺෳⷰ㧘ԙዊⷙᮨᩞߩ (&㧘Ԛ(& ߳ߩቇ↢ෳടߦߟߡ㧕
2009 ᐕ 10 ߦർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ߇⊒⿷ߒ㧘ౝߩ 53 ᄢቇ㜞ኾ╬߇ෳടߒߡࠆޕ
ᒰ㕙ߪർᄢ߇ോዪࠍᜂᒰߒߡද⼏ળߩᵴേߩలታࠍߪ߆ࠅ㧘หߩ FD ᵴേߩડ↹㧘ᣂ FDSD ࡊ
ࡠࠣࡓߩ㐿⊒᥉ࠍㅴࠆޕዋߥ੍▚ߢ᧪ࠆߎߣߪ㒢ࠄࠇࠆ߇㧘Ფᐕ⑺ߩ✚ળߩ߶߆㧘ද⼏
ળࡎࡓࡍࠫࠍㆇ༡ߒ㧘ർᄢᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦട⋖ᩞ߆ࠄෳടࠍฃߌࠇ㧘2010 ᐕᐲߦߪ㧘ද
⼏ળട⋖ᩞߦ FD ╬ߩታᣉ⁁ᴫߣⷐᦸߦߟߡࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕ㧘✚ળߢ࠹ࡑ࠶࡚ࠪࡦࠍ
⸳ߌࠆߥߤ㧘ᖱႎߩߦദߡࠆޕද⼏ળࡎࡓࡍࠫߦߪ㧘ቯߒߚࠕࠢࠬ߇ࠅ㧘✚ࠕࠢ
ࠬᢙߪ 1 ᐕ㑆ߢ 4000 ઙࠍ߃ߚޕ
FD ᵴേߦߟߡߪ㧘ർᄢߪචᐕએߩ⚻㛎ࠍ߽ߟ߇㧘ᬺᡷༀߩข⚵ߥߤߢߪ㧘ઁᄢቇߩข⚵ߦ
ቇ߱ߎߣ߽ዋߥߊߥޕක≮♽㧘Ꮏቇ♽ߥߤߢߪ㧘ᄢቇ㑆ߩಽ㊁ห FD ߥߤ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ో࿖ߢ߽㧘ၞߏߣߩ FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽߇ㅴߺ㧘FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢઍ⠪ળ⼏߇ቯᦼ⊛ߦ㐿
ߐࠇߡࠆޕ
ᤓᐕᐲ߆ࠄޟᢎ⢒㑐ଥห↪ὐޠᐲ߇⊒⿷ߒ㧘᧲ർᄢ㧘ฬฎደᄢ㧘੩ㇺᄢ㧘ᗲᇫᄢߥߤ߇
ቯߐࠇၞߩὐߣߒߡᵴേߒߡࠆޕ
ᧄቇ߽หᐲߦෳടߩߚ᧦ઙᢛࠍㅴߚޕ
㧔⚦Ꮉ ᢅᐘ㧕
⡯ຬ⎇ୃߦߟߡߪ㧘2006 ᐕᐲ߆ࠄᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ࠍ㐿ߒ㧘2009 ᐕᐲ߆ࠄߪർᶏ FD
SD ផㅴද⼏ળߩ⊒⿷Ḱߣਗⴕߒߡขࠅ⚵ߺ㧘ർᶏᄢቇ SD ⎇ୃޟᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ߒߣޠ
ߡ㧘㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴↢ᶦቇ⠌⸘↹⎇ⓥㇱ㐷ߣᢎ⢒ቇ⎇ⓥ㒮㧘✚ോㇱੱ⺖ቇോㇱᢎോ⺖߇ਥ
ߒ㧘ౝߩᄢቇߦ᩺ౝߔࠆߣߣ߽ߦ㧘⑳┙ᄢቇදળߩදജࠍᓧߡታᣉߒߡࠆޕ
ᓟߪ㧘ߩᄢቇ⡯ຬ⎇ୃߩታᘒߥߤߦߟߡ࠺࠲ࠍ㓸ߒ㧘ߘߩ⎇ⓥᚑᨐࠍ߽ߣߦࡊࡠࠣ
ࡓࠍᡷ⦟ߒ⛮⛯⊛ߦታᣉߔࠆߣߣ߽ߦ㧘⡯ၞ߿⚻㛎ߦᄙ᭽ߥ⎇ୃߩዷ㐿߽⠨߃ߡࠆޕ
㧔ᧁ⚐㧕
2ņ11㧚IR ᵴേ
21-1. ᬺࠕࡦࠤ࠻ߦࠃࠆ⥄⠌ᤨ㑆ߩ⺞ᩏ⚿ᨐ㧔ᐔᚑ 18 ᐕᐲ 2 ቇᦼᐔᚑ 19 ᐕ
ᐲ 1 ቇᦼಽ㧕ࠍ㓸⸘㧘ᢎോᆔຬળ㧘ోቇᢎ⢒ᆔຬળ╬ߢႎ๔
21-2. ․છ⎇ⓥຬ Judith Ann Ouimet ⻠Ṷ
1) Enhancing Student Success through Faculty Development: The
2009.7.31,
Classroom Survey of Student Engagement㧔ቇ↢ߩቇ⠌ᚑᨐะߩߚߩᢎ
ຬ⎇ୃ㨪ᬺᚑᨐߦ㑐ߔࠆቇ↢⺞ᩏ㧕㧘╳ᵄቇർᶏᄢቇ࿖㓙ࠪࡦࡐ
ࠫ࠙ࡓ
2) Assessing Student Engagement Using NSSE and CLASSE㧔ቇ↢ߩࠛࡦࠥ 2009.8.25
ࠫࡔࡦ࠻ߩ⹏ଔᣇᴺ㧦NSSE ߣ CLASSE ࠍਛᔃߦ㧕㧘หᔒ␠ᄢቇᢎ⢒㐿
⊒ࡦ࠲⻠Ṷળ
21-3. IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽㧔ᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ៤ᬺ㧕
1) ╙ 1 ࿁ᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ៤ᛂߜวࠊߖળ⼏㧘หᔒ␠ᄢቇ㧔⮮㧘⚦Ꮉ㧘⩵⨃㧕 2009.9.25
2) IR ࠪࠬ࠹ࡓ᭽ᬌ⸛ㇱળ㧔TV ળ⼏㧕2009.10.28, 12.3, 12.11, 12.24,
2010.1.13, 1.27, 2.17, 3.10, 3.24
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3) IR ࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽ࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣᬺോౝㇱ⺞ᩏ㧔ᆔ⸤ᬺ⠪ NEXS ߦࠃࠆ⸰
⺞ᩏࡅࠕࡦࠣ㧕
4) IR ࠪࠬ࠹ࡓ᭽ᬌ⸛ㇱળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧔TV ળ⼏㧕
5) ቇ↢⺞ᩏㇱળ㧔TV ળ⼏㧕
6) 2009 ᐕᐲ IR 㐿⊒ផㅴ⹏ଔᆔຬળ㧔TV ળ⼏㧕
21-4. ࠕࡦࠤ࠻ࠪࠬ࠹ࡓࠍዉᵴ↪㧔ቇ↢⺞ᩏࠕࡦࠤ࠻㧘ࠢࠬᜂછࠕࡦࠤ
࠻╬㧕
21-5. IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢቇ↢⺞ᩏࠕࡦࠤ࠻㗄⋡╬ߩᬌ⸛ታᣉ
21-6. ႎ๔ᦠߩೀⴕ
1㧕 IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢ৻ޟᐕ↢⺞ᩏ 2009 ᐕ⺞ޠᩏႎ๔ᦠ
2㧕 ᐔᚑ 18 ᐕᐲᣂᢎ⢒⺖⒟ߩታᣉ⁁ᴫਛ㑆⹏ଔႎ๔ᦠ㧔2006~2009 ᐕᐲ㧕
㧔ᐔ
ᚑ 18~21 ᐕᐲ㧕
3㧕 ᐔᚑ 19~20 ᐕᐲోቇᢎ⢒ᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆ╙ 3~6 ࿁ቇ↢ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏႎ๔ᦠ
4㧕 ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⧷ޠ⋧⻉ߩ࠻ࡦࡔࡊ࠶ࡠࡌࠖ࠺࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊޟᢥ
ႎ๔ᦠ(Proceedings)
22-1. ᬺࠕࡦࠤ࠻ߦࠃࠆ⥄⠌ᤨ㑆ߩ⺞ᩏ⚿ᨐ㧔ᐔᚑ 19 ᐕᐲ 2 ቇᦼᐔᚑ 20 ᐕ
ᐲ 1 ቇᦼಽ㧕ࠍ㓸⸘㧘ᢎോᆔຬળ㧘ోቇᢎ⢒ᆔຬળ╬ߢႎ๔
22-2. IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽㧔ᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ៤ᬺ㧕
1㧕 IR ࠪࠬ࠹ࡓ㐿⊒ᆔຬળ㧘IR ࠪࠬ࠹ࡓ᭴▽ㇱળోળ⼏╬㧔TV ળ⼏㧕
2010.4.26, 6.7, 9.22, 12.7, 12.14, 2011.1.18
2㧕 IR ࠪࠬ࠹ࡓ⻠Ṷળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘หᔒ␠ᄢቇ㧔ጊ↰㧕
3㧕 ቇ↢⺞ᩏㇱળ㧘หᔒ␠ᄢቇ㧔ጊ↰㧕
4㧕 IR ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘↲ධᄢቇ㧔㧘ጊ↰㧘⮮㧘┻ጊ㧕
5㧕 2010 ᐕᐲᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ៤ᬺ ᄖㇱ⹏ଔᆔຬળ㧘IR 㐿⊒ផㅴ⹏ଔᆔຬળ㧔⚦
Ꮉ㧘⮮㧕
22-3. ࠕࡦࠤ࠻ࠪࠬ࠹ࡓࠍᵴ↪㧔ቇ↢⺞ᩏࠕࡦࠤ࠻㧘ࠢࠬᜂછࠕࡦࠤ࠻㧘
ࠦࠕࠞࠠࡘࡓනߩታ⾰ൻߦ㑐ߔࠆᜂᒰᢎຬࠕࡦࠤ࠻╬㧕
22-4. ޡ
৻ޟᐕ↢⺞ᩏ 2009 ᐕޠർᶏᄢቇࠍਛᔃߣߒߚᲧセಽᨆႎ๔ᦠࠍޢೀⴕ

2010.1.19~21
2010.2.2~3
2010.2.10
2010.3.16
2009.12
2010.3.31
2010.3.25
2010.3
2010

2010.8.23
2010.8.24
2011.3.2
2011.3.11

2011.2.15

2ņņ㧚2006 ᐕᐲᣂࠞࠠࡘࡓߣනߩታ⾰ൻߩᬌ⸽
ർᶏᄢቇߢߪ㧘2006 ᐕᐲᢎ⢒ᡷ㕟ߦ߅ߡߦ࠲࠺ޟၮߠߊᢎ⢒ᡷༀࠍޠᮡ᭙ߒ㧘ࠞࠠࡘࡓ
ᚑ❣⹏ଔᐲߩᡷ㕟㧘ᬺᡷༀ⥄⠌ଦㅴߩข⚵ߩലᨐࠍᬌ⸽ߒߡ߈ߚޕ
㧔⾗ᢱ✬ 66~69 ࡍࠫෳᾖ㧕
Ԙᣂ↢ߩᐔဋጁୃනᢙߩᄌൻ㧔2005-1ψ2007-2 ቇᦼ㧕
2006 ᐕᐲߦጁୃ⊓㍳ߩ㒢⸳ቯ㧔CAP 㧕ࠍዉߒߚ⚿ᨐ㧘ᣂ↢ߩ 1 ቇᦼߩᐔဋጁୃනᢙ
ߪ㧘ℂ♽ߢ 10 න㧔32.1 නψ22.0 න㧕
㧘ᢥ♽ߢ 5 න㧔24.8 නψ19.9 න㧕ᷫዋߒߚޕ
ԙోቇᢎ⢒⑼⋡ߩࠢࠬᢙጁୃ⠪ᢙ㧘1 ࠢࠬߩጁୃ⠪ᢙߩᄌൻ㧔2005-12010-2 ቇᦼ㧕
ࠞࠠࡘࡓᡷ㕟ߣ CAP ዉߩ⚿ᨐ㧘ోቇᢎ⢒⑼⋡ߩጁୃ⠪✚ᢙߪ߅ࠃߘ 95 ජੱ 4 ජੱ
㧔22%ᷫ㧕
㧘ࠢࠬᢙߪ 1,800 ⑼⋡

⑼⋡㧔12%ᷫ㧕ߣߥࠅ㧘1 ࠢࠬߩᐔဋጁୃ⠪ᢙߪ 1 ቇ

ᦼ 56.1 ੱ47.4 ੱ㧘2 ቇᦼ 47.9 ੱ45.1 ੱߣ㧘ኾ㐷⑼⋡ࠃࠅ߽ዋߥߊߥߞߚޕ
Ԛ㒝ዻ࿑ᦠ㙚㧔ᧄ㙚ർ࿑ᦠ㙚㧕↪ᢙߩᄌൻ㧔2004ψ2009㧕
නߩታ⾰ൻߩข⚵ߣߒߡ㧘ᄢቇߩᬺߪ 1 නߦߟ߈⥄⠌ࠍߡ 45 ᤨ㑆㧔ㅳ 3 ᤨ㑆㧕ߩቇ
⠌߇ᔅⷐߥߎߣࠍᣂ↢ߦ⍮ߒߚߣߎࠈ㧘ർ࿑ᦠ㙚ߩ↪ᢙ㧔ቇㇱቇ↢㧕ߪ㧘㙚⠪ᢙ߇⚂ 20%
Ⴧ߃㧘࿑ᦠ⾉ᢙߪ 70%એჇ߃ߚޕ
ԛ1 ᐕᰴߩቇᦼ GPA ᐔဋߩᄌൻ㧔2005-1ψ2010-1 ቇᦼ㧕
⹏ޠ⑲ޟଔ㧘GPA ᐲ㧘CAP ߩዉߣ෩ᩰߥᚑ❣⹏ଔߩข⚵ߦࠃࠅ㧘2006 ᐕᐲ 1 ᐕᰴ 1 ቇᦼ
ߩቇᦼ GPA ߪ 2.23ψ2.36 ߦߒߚߩߘޕᓟ߽⌕ታߦߒ㧘⥄↱⸳⸘⑼⋡ᐲࠍዉߒߚ 2009
ᐕᐲએ㒠㧘ቇᦼ GPA ߪ 2.40 ೨ᓟ㧘⥄↱⸳⸘⑼⋡ߩ⊓㍳ᄌᦝᓟߢߪ 2.42 ೨ᓟߦ⪭ߜ⌕ߡ߈ߚޕ
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Ԝోቇᢎ⢒⑼⋡ߩᚑ❣ಽᏓߩᄌൻ㧔2004-1ψ2010-1 ቇᦼ㧕
ᚑ❣ಽᏓ߽ᄢ߈ߊᄌൻߒߚޕ
⹏ޠ⑲ޟଔߣ GPA ᐲߩዉ೨ߩ 2004 ᐕᐲ 1 ቇᦼߦߪ㧘ఝ 35.0%㧘
⦟ 34.1%㧘น 17.9%㧘ਇน 5.1%㧘⹏ଔߖߕ 8.0%ߣ⛘ޟოဳߩޠಽᏓߛߞߚ߇㧘CAP ߩዉߣߣ
߽ߦᄢ߈ߊᄌࠊࠅ㧘2010 ᐕᐲ 1 ቇᦼߦߪ㧘⑲ 13.3%㧘ఝ 33.5%㧘⦟ 32.2%㧘น 13.2%㧘ਇน 7.8%
ߣ㧘ቯߒߚޟን჻ጊဳޕߚ߈ߡ⌕ߜ⪭ߦޠ
ԝർᄢ↢ߩ⥄ޟ⠌ᤨ㑆ߩޠᄌൻ㧔2006-1ψ2009-1 ቇᦼ㧘ᬺࠕࡦࠤ࠻ߩ࿁╵ࠃࠅ㧕
㧔ోోቇᢎ⢒/ኾ㐷⻠⟵/Ṷ⠌㧕ർᄢ↢ߩ 90 ಽߩᬺ 1 ࿁ߚࠅߩ⥄⠌ᤨ㑆ߪ㧘ోߢ 0.93
ψ1.15 ᤨ㑆ߣ⚂ 25%Ⴧടߒߚޕ2 න⑼⋡ߥࠄㅳ 6 ᤨ㑆ߩቇ⠌߇ᔅⷐߣ߁ᄢቇ⸳⟎ၮḰߩⷐ᳞ߦߪ
㆙ߊ߫ߥ߇㧘නߩታ⾰ൻߩข⚵ߪ⌕ታߦലᨐࠍߍߡࠆޕ
㧔ోቇᢎ⢒⑼⋡㧕ోቇᢎ⢒⑼⋡ߢߪ㧘࠺࠲߇ੂ㜞ਅߒ㧘ਥ㗴⑼⋡ߢߪ 0.68ψ1.02 ᤨ㑆㧔⚂
50%Ⴧ㧕ߣᕆჇߒߚ৻ᣇ㧘ᒰೋ㗼⪺ߥᚑᨐࠍߍߚᢥ♽ၮ␆⑼⋡߿ᖱႎቇ㧘Ⴧടะߛߞߚℂ♽ၮ␆
⑼⋡ߢ৻ᤨ⊛ߦᷫዋߔࠆߥߤ㧘නߩታ⾰ൻߩᚑᨐߩቯ⌕ߪߥ߆ߥ߆ߕ߆ߒ৻㕙߇߁߆߇߃ࠆޕ
㧔ኾ㐷⑼⋡㧔⻠⟵㧕
ቇㇱ㧕ኾ㐷⑼⋡ߩ⻠⟵ߦ߅ߌࠆ⥄⠌ᤨ㑆ߪ⌕ታߦჇ߃ߡࠆޕዋߥቇㇱߢ߽
10~20%㧘ᄙቇㇱߢߪ㧘ᢥߢ 70%㧘⮎කߢ 60%Ⴧ㧘ᐔဋߢ 35%Ⴧ߃ߚޕ
ᓟߪ㧘2011 ᐕᐲ߆ࠄߩ✚ว⹜㧘ೋᐕᰴ✚วᢎ⢒ߩᓇ㗀ߦᵈ⋡ߒߚޕ
Ԟᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻✚วὐߩᄌൻ㧔1999ψ2009-1 ቇᦼ㧕
㧔⑼⋡ಽ㧦ోቇᢎ⢒ᄖ࿖⺆ኾ㐷⑼⋡ోᐔဋ㧕1999 ᐕᐲߩᬺࠕࡦࠤ࠻㐿ᆎએ᧪㧘✚ว
ὐᐔဋߪోߦ⌕ታߦߒߡࠆ߇㧘⚦߆ߊߺࠆߣᄙዋߩફ߇ࠆޕ
ోቇᢎ⢒㧔ᄖ࿖⺆ࠍ㒰ߊ㧕ߩ✚วὐߪ㧘ోᐔဋߣหߓߊ㧘ᦨೋߩ 2~3 ᐕߪᕆߒ㧘4~5 ᐕ⋡ߦ
ߪ㗡ᛂߜ߆ࠄ✭߿߆ߥਅ㒠ߦォߓ㧘2003 ᐕ㗃߆ࠄౣ߮ߒߡࠆ ߪࠇߎޕ2001 ᐕᐲࠦࠕࠞࠠࡘ
ࡓߩᚑᨐߣߺࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߘޕᓟ߽㧘ห᭽ߩേ߈߇➅ࠅߐࠇ㧘2008 ᐕᐲߦߪౣ߮ߦォߓ
ߡࠆ ߽ࠇߎޕ2006 ᐕᐲᢎ⢒ᡷ㕟ߩᚑᨐߣߺࠄࠇࠆޕ
߹ߚ㧘ోቇᢎ⢒⑼⋡ߩ✚วὐߪ㧘2000~2004 ᐕᐲߦߪኾ㐷⑼⋡߿ోᐔဋࠍ⋡┙ߞߡਅ࿁ߞߡߚ
߇㧘2006~2009 ᐕᐲߦߪኾ㐷⑼⋡߿ోᐔဋߣ߶߷หߓ㧘ࠆߪࠊߕ߆ߦ࿁ߞߡࠆ߽ࠇߎޕ
2001, 2006 ᐕᐲᢎ⢒ᡷ㕟ߩᚑᨐߢࠆߥࠄᐘߢࠆޕ
㧔ቇㇱ㧦ᢥᴺකㄘᎿኾ㐷⑼⋡ᐔဋ㧕ቇㇱߩ✚วὐᐔဋߩᄌൻߪ㧘ฦቇㇱߩࠞࠠࡘ
ࡓᡷ㕟㧘ᐲᡷ㕟╬ߦኻᔕߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆోޕቇᢎ⢒ߩ⚻㛎߆ࠄ㧘ᬺࠕࡦࠤ࠻ߩ࠺࠲ߪ
ᢎ⢒ᡷ㕟㧘ᬺᡷༀߩข⚵ࠍ߆ߥࠅᔘታߦᤋߔࠆߩߢ㧘ቇㇱߏߣߦ࠺࠲ࠍᵈⷞߒ㧘ᡷༀദജߦߟ
ߥߍࠆࠃ߁ᦼᓙߔࠆޕ
2ņņ㧚IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢቇ↢⺞ᩏ࠺࠲ߩᲧセಽᨆ
IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢޟ㧝ᐕ↢⺞ᩏ 2009 ᐕߡߞࠍ࠲࠺ߩޠ㧘ർᄢߩ࠺࠲ߣઁ 3 ᄢቇߩ࠺࠲ࠍᲧ
セಽᨆߒ㧘એਅߩࠃ߁ߥർᄢߩᢎ⢒ߩ․ᓽ㧔ᢎ⢒ᡷༀߩᚑᨐߣ⺖㗴㧕ࠍ⏕ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
⚦ߪޡ
৻ޟᐕ↢⺞ᩏ 2009 ᐕޠർᶏᄢቇࠍਛᔃߣߒߚᲧセಽᨆႎ๔ᦠ(ޢ2011.2)ࠍෳᾖޕ
ޣᚑᨐޤ
Ԙታ㛎㧘ታ⠌㧘ࡈࠖ࡞࠼ࡢࠢߥߤ㧘ቇ↢߇㛎⊛ߦቇ߱ᬺࠍⓍᭂ⊛ߦขࠅࠇߡࠆߎߣ
ർᄢߢߪ⚂ 60%㧘ઁ 3 ᄢቇߢߪ 35%ߩቇ↢߇㧘ߎߩ⚻㛎߇ޠߚߞߦࠎ߬ࠎ߭ޟ
߈ߤ߈ߣޟ
ߞߚߪߦࠇߎޕࠆߡ߃╵ߣޠ㧘ർᄢߪℂᎿㄘ♽ߩቇ↢߇ᄙߎߣ߽ᓇ㗀ߒߡࠆߣᕁࠊࠇࠆ߇㧘
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2001 ᐕᐲޟㅴൻߔࠆࠦࠕࠞࠠࡘࡓޠ
㧘2006 ᐕᐲᣂࠞࠠࡘࡓߥߤߢࡈࠖ࡞࠼㛎ቇ⠌߿
⥄ὼ⑼ቇታ㛎ߦജࠍࠇߡ߈ߚർᄢߩᢎ⢒ߩ․㐳߇ࠃߊࠇߡࠆޕ
ԙTA ᐲ߇ᐢߊᵴ↪ߐࠇ㧘ലߦᯏ⢻ߒߡࠆߎߣ
ർᄢߢߪ 78%㧘ઁ 3 ᄢቇߢߪ 40%ߩቇ↢߇㧘TASA ߩഥࠍ⚻㛎ߒߡࠆޕ
ߎࠇߪ㧘ർᄢߢߪోቇᢎ⢒ߦ߅ߡ߽ TA ߇ᐢߊᵴ↪ߐࠇ㧘ᄢⷙᮨߥోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃળࠍታᣉ
ߒ㧘TA ᐲ߇ᄢቇ㒮↢ߩᢎ⢒⚻㛎ߣߒߡ߽ᚑᨐࠍߍߡࠆߎߣߩᤋߣ߃ࠆޕ
ԚᬺߩᰳᏨ₸߇ૐߊ㧘ㆃೞ߇ዋߥߎߣ㧔ᰳᏨ㧦
ޠߦࠎ߬ࠎ߭ޟ㧗ޠ߈ߤ߈ߣޟർᄢ 28%㧘ઁ 3 ᄢ
ቇ 48%㧘ㆃೞ㧦ർᄢ 27%㧘ઁ 3 ᄢቇ 42%㧕
ർᄢߢߎߩචᐕ㑆ᰳᏨ߇⋡┙ߞߡᷫߞߡࠆߎߣߪᬺࠕࡦࠤ࠻ߩ࿁╵߆ࠄ߽⍮ࠄࠇߡࠆޕ
Ꮸߦߟߡߪ㧘2011 ᐕᐲ߆ࠄ IC ࠞ࠼ߩቇ↢⸽ߣᢎቶߩࠞ࠼࠳ࠪࠬ࠹ࡓ߇ዉߐ
ࠇ㧘ࠃࠅᱜ⏕ߥᛠី߇น⢻ߦߥࠆޕ
ԛታ㛎ቶߩ⸳߿ౕེ߇లታߒߡࠆߎߣ
ޟታ㛎ቶߩ⸳߿ౕེ߽ߡߣޟߡߟߦޠḩ⿷ޠ
ޟḩ⿷߁ߣޠ࿁╵ߪ㧘ർᄢߢߪ⚂ 6 ഀ㧘ઁߩ
3 ᄢቇߢߪ⚂ 3 ഀߢࠆޕർᄢߢߪ 2006 ᐕᐲߦ⥄ὼ⑼ቇታ㛎ߩౝኈࠍᛮᧄ⊛ߦᣂߒ㧘ታ㛎⸳
߽✚㗵 1 ం 5 ජਁ߆ߌߡᦝᣂߒߚߎߣ߇ᤋߒߡࠆޕ
Ԝ1 ㅳ㑆ߩᵴേᤨ㑆ߢߪ㧘
ޟീᒝ߿ኋ㗴߇ޠᄙߊ㧘
ߪޠ࠻ࠗࡃ࡞ࠕޟዋߥߎߣ
ޟീᒝ߿ኋ㗴 ߪޠ5 ᤨ㑆એਅ߇㧘ർᄢߢ⚂ 5 ഀ㧘ઁ 3 ᄢቇߢߪ⚂ 8 ഀᒝޕ
⚻ߩޠ࠻ࠗࡃ࡞ࠕޟ㛎
ߪ㧘ർᄢߢ 47%㧘ઁ 3 ᄢቇߢ 25%߇ోޟὼߥޕࠆߡ߃╵ߣޠ
ޟീᒝ߿ኋ㗴߇ޠᄙߩߪ㧘නߩታ⾰ൻ⥄⠌ଦㅴߩข⚵ߩᤋߣ߃ࠆޕ
ԝ࿑ᦠ㙚⾗ᢱ㧘WEB ߩ⾗ᢱߩ↪㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦࠃࠆ⺖㗴ߩฃข㧘ឭߥߤߩ⚻㛎
㧔࿑ᦠ㙚⾗ᢱ㧦
ޠߦࠎ߬ࠎ߭ޟ㧗ޠ߈ߤ߈ߣޟർᄢ 79%㧘ઁ 3 ᄢቇ 64%㧧WEB ߩ⾗ᢱ㧦ർᄢ
96%㧘ઁ 3 ᄢቇ 90%㧧ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦࠃࠆ⺖㗴ߩฃข㧘ឭ㧦ർᄢ 97%㧘ઁ 3 ᄢቇ 74%㧕
࿑ᦠ㙚⾗ᢱߩ↪ߦߟߡߪ㧘2006 ᐕᐲ߆ࠄනߩታ⾰ൻߩข⚵ߦࠃߞߡ࿑ᦠ㙚ߩ↪߇ᕆჇ
ߒߚߎߣ㧘ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩ↪ߦߟߡߪ㧘2006 ᐕᐲᣂࠞࠠࡘࡓߩᖱႎቇߢᢎ⢒ᖱႎࠪࠬ
࠹ࡓ(ELMS)ࠍᄢߦᵴ↪ߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚߎߣ߇ᤋߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
Ԟ⇣ᢥൻℂ⸃㧘ᢥ┨ജ㧘ࠦࡦࡇࡘ࠲ᠲ⢻ജ
ࠊߕ߆ߥᏅߛ߇㧘ᄖ࿖⺆㧘⺰ᢥᜰዉ㧘ᖱႎቇߥߤࠍలታߒߡ߈ߚᚑᨐߥࠄᐘߢࠆޕ
⺖ޣ㗴ޤ
Ԙቇᓟߩ⢻ജ߿⍮⼂ߩᄌൻߪ㧘৻⥸⊛ᢎ㙃㧘ኾ㐷ߩ⍮⼂ߣ߽ർᄢߩ߶߁߇ૐޕ
㧔৻⥸⊛ᢎ㙃㧦
ޟᄢ߈ߊჇ߃ߚޠ㧗ޟჇ߃ߚޠർᄢ 65%㧘ઁ 3 ᄢቇ 70%㧧ኾ㐷ߩ⍮⼂㧦ർᄢ 69%㧘
ઁ 3 ᄢቇ 83%㧕
ኾ㐷ߩ⍮⼂ߦߟߡߪ㧘ೋᐕᰴߦቇㇱኾ㐷⑼⋡ߩ㐿⻠߇ዋߥߎߣߩᤋߣߺࠄࠇࠆ⊛⥸৻ޕ
ᢎ㙃ߦߟߡߪ㧘ᢎ㙃ᢎ⢒ߩᗧ⟵ߦߟߡᐢႎߩᒝൻߣ㧘ታലᕈߩࠆᬺᡷༀ߇ᔅⷐߢࠆޕ
ߥ߅㧘ർᄢߩᢎ㙃ᢎ⢒ߩቇ⠌ᚑᨐߦߟߡߪ㧘2005 ᐕ 10 ߦ 4 ᐕᰴቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߚࠦࠕࠞ
ࠠࡘࡓߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏࠍⴕߞߚ ࠄ߆ࠇߘޕ5 ᐕ߇⚻ㆊߒߚߩߢ㧘᧪ᐕᐲߦߪ╙ 2 ࿁
ߩ⺞ᩏࠍⴕߚ ╙ޕ1 ࿁⺞ᩏߢࡀࠟ࠹ࠖࡉߥ࿁╵ߩᄙ߆ߞߚ㗄⋡ߦߟߡ㧘ߤߩࠃ߁ߥᄌൻ߇
ߺࠄࠇࠆ߆⥝ᷓޕ
ԙޟขࠅߚᬺࠍጁୃ⊓㍳ߢ߈ߥ߆ߞߚࠆߔߣޠቇ↢ߩഀว߇㧘ർᄢߩ߶߁߇㜞ޕ
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㧔
ޠߦࠎ߬ࠎ߭ޟ㧗ޠ߈ߤ߈ߣޟർᄢ 44%㧘ઁ 3 ᄢቇ 35%㧕
ߎࠇߦߪ㧘ർᄢߢߪ 2006 ᐕᐲ߆ࠄ CAP ࠍዉߒߚ⚿ᨐ㧘1 ᐕᰴ 1 ቇᦼߩጁୃනᢙ߇ߘࠇ
એ೨ࠃࠅ߽ 5~10 න߶ߤዋߥߊߥߞߚߎߣ߽㑐ଥߒߡࠆߛࠈ߁ޕ
ޟዋߥ⑼⋡ߦ㓸ਛߒߡขࠅ
⚵ ߁ߣޠCAP ߩ⿰ᣦߦߟߡᐢႎࠍߐࠄߦᒝൻߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ోߣߒߡ㧘ࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐߦߪ㧘ߎߩ 15 ᐕ㑆ߩർᄢߩోቇᢎ⢒ᡷ㕟ߩᚑᨐߣ⺖㗴߇ᔘታߦᤋ
ߒߡࠆ⺖ޕ㗴߽ࠆߩߢ㧘ᓟ߽⺞ᩏ⚿ᨐߦᵈ⋡ߒㆡಾߥᡷༀ╷ࠍ⻠ߓࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
2ņņ3㧚IR ᵴേߩዷᦸ
ർᶏᄢቇߢߪ㧘
1999 ᐕ߆ࠄቇ↢ߦࠃࠆᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻ࠍታᣉߒ㧘
ᬺߦߟߡߩቇ↢ߩ⹏ଔ㧘
ḩ⿷ᐲࠍ⺞ᩏߒߡ߈ߚ✚ߩߘޕวὐᐔဋߪ⌕ታߦߒߡࠆߚ߹ޕ㧘2006 ᐕᐲ߆ࠄࠞࠠࡘࡓᡷ
㕟ߣනߩታ⾰ൻ⥄⠌ଦㅴߩข⚵ࠍㅴߚ⚿ᨐ㧘GPA ߿⥄ޟ⠌ᤨ㑆⌕߽࠲࠺ߩޠታߦߒߡ
ࠆߩࠄࠇߎޕᩮ࠺࠲߆ࠄ㧘ߎߩචᐕએߩർᶏᄢቇߩᢎ⢒ᡷༀߩദജߪߘࠇߥࠅߦቇ↢ߩ⹏ଔ
ࠍᓧߡࠆߣ⠨߃ߡࠆޕ
࿁ߩ IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢቇ↢⺞ᩏߩࠃ߁ߥ㧘ቇ↢ߦࠃࠆቇ⠌ᚑᨐߩ⥄Ꮖ⹏ଔࠍ⺞ᩏߪೋߡߩ
ߎߣߢࠅ㧘߹ߚ࿖⑳┙ᄢቇߩ࠺࠲ߩ⋧Ყセ߽ೋߡߩ⹜ߺߛߞߚޕᬺࠕࡦࠤ࠻߿ GPA
ߥߤߩ࠺࠲ߣߪߩⷞὐ߆ࠄ㧘ർᄢߩᢎ⢒ߩ․ᓽࠍ㧘ࠃὐ߽㧘⿷ࠅߥὐ߽ߡ㧘ࠃࠅቴⷰ⊛
ߦߺࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߎߣߪ㧘ᄢ߈ߥⓠߣ߃ࠆޕ
߽ߣࠃࠅ㧘࿖⑳┙ᄢቇߩ㑆ߦߪ㧘⽷ၮ⋚㧘ੱ⊛‛⊛⾗Ḯ㧘ᢥൻ㧘વ⛔ߦᄢ߈ߥᏅ߇ࠆߩߢ㧘
Ყセಽᨆ㧘⋧⹏ଔߦߪ㧘ߘߩὐࠍᘕ㊀ߦ⠨ᘦߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇ߇ㆇ༡ߔࠆో☨ቇ↢⺞ᩏ NSSE (National Survey of Student Engagement)ߢߪ㧘
ో☨ 700 ߩᄢቇ߆ࠄ㓸ࠄࠇߚ⺞ᩏ⚿ᨐߩ࠺࠲ߪ㧘☨࿖ߢᮡḰ⊛ߥᄢቇߩ 7 㘃ဳߦಽߌߡ㓸⸘ߒߡ
ฦᩞߦឭଏߐࠇࠆߩߢ㧘⥄ᩞߩ࠺࠲ߣ㧘หߓ㘃ဳߩઁᄢቇߩ࠺࠲ߣࠍᲧセߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕIR
ࡀ࠶࠻ࡢࠢ߇ᣣᧄߢ߽߇ࠅࠍߺߖ㧘ߎߩࠃ߁ߥᲧセ߇น⢻ߦߥࠆߎߣࠍ㗿ߞߡࠆޕ
ർᶏᄢቇߢߪ㧘ᦼਛᦼ⋡ᮡਛᦼ⸘↹ߦޟᢎ⢒ലᨐࠍᬌ⸽ߒߟߟ㧘නᐲߩታ⾰ൻࠍផㅴߔ
ࠆޠ
ޟGPA ╬ߦၮߠߊ෩ᩰߥතᬺቯၮḰࠍዉߔࠆߡߒ⸥ߣޠ㧘࠺࠲ߦၮߠߚᢎ⢒ᡷༀࠍㅴ
ࠆߎߣߣߒߡࠆޕIR ࡀ࠶࠻ࡢࠢቇ↢⺞ᩏ߽㧘ᢎ⢒ലᨐߩᬌ⸽ߦᓎ┙ߟߎߣࠍᦼᓙߒߡࠆޕ
 ᐕᐲ߆ࠄߩ✚ว⹜✚วᢎ⢒ߩᚑᨐߩᬌ⸽ߩߚߦ߽㧘IR ᵴേߩలታߪ߈ࠊߡ㊀ⷐߢ
ࠆ⎇ᧄޕⓥㇱ㐷ߣߒߡ߽㧘ోቇᢎ⢒ㇱ㧘✚วᢎ⢒ㇱ㧘ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲㧘ᢎ⢒ᡷ㕟ቶ
ߥߤߣදജߒߡ㧘ታⴕജߩࠆ⎇ⓥࠣ࡞ࡊࠍ⚿ᚑߒߡ⽸₂ߒߚޕ
㧔⮮ ෘ㧕
2ņ12㧚ቇ⠌ᡰេ
ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲(ASC)ߦࠃࠆቇ⠌ࠨࡐ࠻
࠻ࡐࠨࠢ࠶ࡒ࠺ࠞࠕޤ✲⚻ޣផㅴቶߪ 2009 ᐕ 1 ࠃࠅޟቇ⠌ࠨࡐ࠻ࠍޠ㐿ᆎߒߚߪࠇߎޕ㧘
ਥߦోቇᢎ⢒⑼⋡ࠍጁୃߒߡࠆቇ↢ࠍኻ⽎ߣߒߡ㧘⧷⺆߿ᢙቇߥߤߩ⑼⋡ߏߣߦ㧘ផㅴቶࠬ࠲࠶ࡈ
ߣᄢቇ㒮↢ TA㧔࠴ࡘ࠲㧕߇㧘ቇ↢߆ࠄߩ⾰ߦኻᔕߔࠆ߽ߩߢࠆޕቇ↢ߩਥ⊛ቇ⠌㧔⥄
ቇ⥄⠌㧕ߩᡰេࠍਥߥߨࠄߣߒߡࠆޕ
ᒰೋߪ࠴ࡘ࠲߇ 5 ੱ㧘ኻᔕ⑼⋡ߪ 7 ⑼⋡㧔⧷⺆㧘ਛ࿖⺆㧘ᢙቇ㧘⛔⸘㧘‛ℂ㧘ൻቇ㧘↢‛㧕ߢ
ߞߚޕ2010 ᐕ 4 ߆ࠄߪ࠴ࡘ࠲ߩੱᢙࠍჇ߿ߒ㧘ኻᔕ⑼⋡ߦ⁛⺆㧘⺆㧘ᢥ┨ᷝ㧘ᖱႎቇ
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ࠍㅊടߒߚߚ߹ޕ㧘࠴ࡘ࠲ߦߪోቇᢎ⢒⑼⋡ TA ⎇ୃળߦෳടߒߡ߽ࠄߞߚޕ
2010 ᐕ 10 㧘ផㅴቶߪࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲ߣߥࠅ㧘ቇ⠌ࠨࡐ࠻ࠍ⛮⛯ߒߡࠆޕ
ޤ⁁ޣቇ⠌ࠨࡐ࠻ߢߪ㧘ᬺᦼ㑆ਛߩᐔᣣඦᓟ 12 ᤨ~17 ᤨඨ߹ߢ㧘࠴ࡘ࠲߇ቇ↢߆ࠄߩ
⾰ࠍฃߌઃߌߡࠆ㧔ᤨ㑆ᄖߪ ASC ࠬ࠲࠶ࡈ߇ኻᔕ㧕
ߦߣߏ⋡⑼ޕ㧘⺖㗴߳ߩ⠨߃ᣇ㧘ᢥ₂ߩ⺞ߴ
ᣇ㧘ᢥ┨ᷝ㧘ቇ⠌ᣇᴺߩഥ⸒╬ࠍⴕ߁৻⺣⋧ޕઙߚࠅᐔဋ 45 ಽ⒟ᐲ߆ߌߡࠆޕ
2010 ᐕᐲߦߪ㧘ߩߴ 585 ੱߩ↪߇ࠅ㧔2  9 ᣣ㧔ᐕᐲᦨ⚳ᣣ㧕㧕
㧘ߎࠇߪ 1 ᐕᰴቇ↢ᢙ
ߩ 2 ഀએߦߚࠆࠅ➅ޕߒ↪ߔࠆቇ↢߽ᄙ߆ߞߚޕ↪ߔࠆቇ↢ߩᄢㇱಽߪ৻ᐕ↢ߢߞߚޕ
ᢙቇߩ⾰߇㓙┙ߞߡᄙߊ㧘ߘߩઁߩ⑼⋡ߦ߽ᄙᢙߩ↪߇ߞߚ㧔࠾ࡘࠬ 84,21-22 ߽ෳᾖ㧕
ޕ
ㅢᏱߪ㧘ᢙቇ߿‛ℂߩ✵⠌㗴ߩ⸃߈ᣇ߿㧘⧷ᢥ⸃㉼ߩᣇᴺߥߤ․ቯߩ⾰ߦኻᔕߒߚ߇㧘ో⥸⊛
ߥቇ⠌ᣇᴺߦߟߡഥ⸒ߔࠆߎߣ߽ߞߚߦ߁ࠃߩߎޕߩޘቇ↢ߩℂ⸃ᐲ߿㑐ᔃ㧘ቇ⠌⠌ᘠߦᔕߓ
ߡ⾰⋧⺣ߩౝኈ߽ᄙ᭽ߥߚ㧘
ߘߩᡰេ╷ߣߒߡᜰዉᒻᑼߩቇ⠌ࠨࡐ࠻ߪㆡಾߣᕁࠊࠇࠆޕ
߹ߚ㧘⠨߃ᣇࠍ␜ߔߎߣ߇ߘߩ߹߹⸃╵ߣߥߞߡߒ߹߁ࠃ߁ߥ⺖㗴߿㧘ቇᐕߦࠃߞߡߪ߿߿㜞ᐲߥ
⾰ߥߤ㧘ᜰዉߦᎿᄦߩᔅⷐߥ႐㕙ߢߪ㧘ቇ⠌ࠨࡐ࠻ߪ㧘╵߃ߛߌࠍឭଏߔࠆߩߢߪߥߊ㧘࠴
ࡘ࠲߇ቇ↢ߣ৻✜ߦ⠨߃ߚࠅ㧘ߘߩ႐ߢቇ↢ߦ⠨߃ߐߖߚࠅߔࠆࠬ࠲ࡦࠬࠍขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ᬺോߩᎿᄦࠍ⫾Ⓧߒ㧘ቇ⠌ࠨࡐ࠻ߦߚࠆ࠴ࡘ࠲㧘ASC ࠬ࠲࠶ࡈߩ㑆ߢߔࠆߚߦ߽㧘
⋧⺣ౝኈ߿ቇ↢ᖱႎߪ⸥㍳ࠍᱷߒߡࠆޕ
⹏ޣଔߣᓟߩዷᦸޤ2011 ᐕᐲ߆ࠄߪ✚ว⹜ߦࠃࠆቇ↢߽ടࠊࠅ㧘ቇ↢ߩ⢛᥊߽ࠃࠅᄙ᭽ߦߥࠆ
ߚ㧘ኻᔕߩࡔ࠶࠻ߪᄢߔࠆ߽ߩߣᕁࠊࠇࠆޕ
ቇ⠌ࠨࡐ࠻ࠍࠃࠅലᨐ⊛ߦⴕ㧘⛮⛯⊛ߥᵴേߣߒߡ⏕┙ߔࠆߚߦ㧘ᵴേౝኈߩ৻ㇱࡑ࠾ࡘࠕ
࡞ൻ㧘࠴ࡘ࠲ߩ⎇ୃ╬ࠍⴕߚޕ2011 ᐕᐲߦߪ TA ⎇ୃળߦ৻ಽ⑼ળߣߒߡෳടߔࠆޕ
ቇ⠌ࠨࡐ࠻ᵴേߩ⹏ଔߩߚߦߪ㧘ASC ࠕ࠽ࠬ࠻߇ቇ↢ߩᚑ❣ቇ↢ጀ╬㧘ฦ⒳࠺࠲ࠍಽᨆ
ߔࠆߎߣࠍᬌ⸛ߒߡࠆ৻ޕቯߩಽᨆ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇࠇ߫㧘ᱜ⺖߳ߩࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢ㧘ࠨࡐ࠻ౝኈߩ
⹏ଔᡷༀߦ↪ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߛࠈ߁ޕ
㧔ᣣศ ᄢテ㧕
ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߣߒߡߪ㧘⎇ୃ߿ IR ᵴേࠍㅢߓߡࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲㧘ࡇࠕࠨࡐ࠻
ቶߩᵴേࠍᡰេߒ㧘ోቇᢎ⢒ㇱߣ߽ㅪ៤ߒߡ㧘ቇ⠌ࠨࡐ࠻ᵴേ߇㧘ోቇᢎ⢒ೋᐕᰴ✚วᢎ⢒ో
ߩᡷༀߦലᨐ⊛ߦነਈߔࠆࠃ߁㈩ᘦߒߚޕ
2ņ13㧚OCW ᵴ↪
ࠝࡊࡦࠦࠬ࠙ࠚࠕ(OCW)ߪ㧘㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐߇ᱜⷙߦ㐿⻠ߒߚ⻠⟵ߩᖱႎ㧔ࠪࡃࠬ㧘ᣣ⒟㧘⻠
⟵⾗ᢱ╬㧕ࠍࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߢήఘ㐿ߔࠆข⚵ߢࠆޕ
ߎߩᵴേߦࠃߞߡ㧘㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐ߢ᳗ߊၭࠊࠇ㧘♽⊛ߦᢛℂߐࠇߚ⍮⼂ࠍᐢߊ␠ળߦㆶరߔࠆߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆߚ߹ޕ㧘㐿ߦ㓙ߒߡⴕࠊࠇࠆୃᱜട╩㧘↪⠪߆ࠄߩࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߦࠃߞߡ⻠⟵⾗
ᢱߩ⾰ะߦߟߥ߇ࠅ㧘᧪⊛ߥᢎ⢒ᡷༀ(FD)߳ߩ⊒ዷ߇ᦼᓙߢ߈ࠆߪߦࠄߐޕ㧘ቇ↢ߦࠃࠆጁୃ⑼
⋡ㆬᛯᤨ߿㧘੍⠌ᓳ⠌ߥߤ⥄ቇ⥄⠌ࠍഥߔࠆᢎ᧚ߣߒߡ߽↪ߢ߈ࠆޕ
ർᶏᄢቇߢߪ㧘2006 ᐕ 4 ߆ࠄࠝࡊࡦࠦࠬ࠙ࠚࠕ㧔ർᄢ OCW㧕Web ࠨࠗ࠻ࠍ㐿⸳ߒ㧘ࠪ
ࡃࠬ߿⻠⟵⾗ᢱ╬ߩ⻠⟵ᖱႎࠍήఘߢ㐿ߒߡࠆޕർᄢ OCW ߢߪ㧘ᱜⷙ⑼⋡ߩ⻠⟵ᖱႎߩߺࠍ
ኻ⽎ߣߔࠆ⁜⟵ߩࠦࠬ࠙ࠚࠕߦ⇐߹ࠄߕ㧘㐿⻠ᐳߥߤߦߟߡ߽㧘ᐢᗧߢ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐ߦࠃ
ࠆᢎ⢒ᵴേߣߣࠄ߃㧘⻠Ṷ߿ታ⠌ࠍᤋߢ㍳㐿ߒߡࠆޕ
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2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

ߘߩ⚿ᨐ㧘2011 ᐕ 1 ᧃᤨὐߢߩ㐿ࠦࠬᢙߪ㧘ᱜⷙ⑼⋡߇ 104 ࠦࠬ㧔ోቇᢎ⢒⑼⋡ 38㧘ቇ
ㇱኾ㐷⑼⋡ 40㧘ᄢቇ㒮⑼⋡ 26㧕
㧘㐿⻠ᐳ╬߇ 123 ࠦࠬߣߥߞߡࠆޕ
ᱜⷙ⑼⋡ߦߟߡߪ㧘ਥߦ㈩Ꮣ⾗ᢱ߿ࠬࠗ࠼ߥߤࠍ PDF ࡈࠔࠗ࡞ߢ㐿ߒߡࠆ⾗⟵⻠ޕᢱࠍ
㐿ߒߡࠆ⻠⟵ߩߥ߆ߦߪ㧘
ઁᄢቇߩᢎຬࠍߡർᶏᄢቇߢ㐿⻠ߒߚ․⻠⟵ߥߤ߽߹ࠇࠆޕ
․⻠⟵ߩࠃ߁ߦ⻠Ꮷ߇ർᶏᄢቇߦᚲዻߒߡߥ႐ว㧘߹ߚߪ⍴ᦼ㑆ߦ㓸ਛߒߡⴕ߁႐วߥߤߦ
ߪ㧘ฃ⻠↢ߦࠃࠆචಽߥ੍⠌ᓳ⠌߇࿎㔍ߥߎߣ߇ᄙ․ߥ߁ࠃߩߎޕᱶߥ㐿⻠⁁ᴫߦࠆ⻠⟵ߢ߽㧘
೨ᐕᐲߩ⾗ᢱ╬ࠍ㐿ߔࠆߎߣߢ㧘ጁୃᤨࠆߪ੍⠌ᤨߦෳᾖߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆߚ߹ޕ㧘ታ㛎
ታ⠌ߦ߅ߡߪ㧘ฃ⻠೨ߦ⾗ᢱ߿ᤋࠍ㑛ⷩߔࠆߎߣߦࠃࠅ㧘ᚻ㗅߿ⷐࠍࠄ߆ߓ⍮ࠆߎߣ߇ߢ
߈㧘ℂ⸃ߩଦㅴ߇ߣߊߦᦼᓙߢ߈ࠆޕ
৻ᣇ㧘㐿⻠ᐳ߿ࠝࡊࡦࠠࡖࡦࡄࠬߥߤߦߟߡߪᤋࠍਛᔃߦ㐿ߒߡࠆߚߞ߁ߎޕฦ⒳
ᢎ⢒ᵴേߪ㧘ᄢቇߢⴕߞߡࠆᢎ⢒⎇ⓥࠍᐢߊ㧘ಽ߆ࠅ߿ߔߊવ߃ࠆ⋡⊛ߢⴕࠊࠇߡ߅ࠅ㧘ᤋߢ
㍳㧘㐿ߔࠆߎߣߢ㧘ᣂ↢ߥߤߦ߽ℂ⸃ߒ߿ߔ⾗ᢱߣߥࠅᓧࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦ㧘⻠⟵⾗ᢱ߿ᤋࠦࡦ࠹ࡦ࠷ࠍ 200 ࠦࠬએ㐿ߒߚ⚿ᨐ㧘ᄢቇౝᄖߢߩ↪߇Ⴧട
ߒߡࠆޕቇౝߢߪ㧘ߊߟ߆ߩታ⠌ߦ㑐ߔࠆᤋߦߟߡ㧘ᢎຬ߇㐿⻠ᤨߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߦ↪ߔࠆ
ߥߤ㧘ቇ↢ߩℂ⸃ᐲࠍ㜞ࠆ⚛᧚ߣߒߡ↪ߐࠇߡࠆߦࠄߐޕ㧘ฦ⒳⾗ᢱ╬ࠍ㐿㧘ࠪࡃࠬߦ⸥
タߔࠆߎߣߢ㧘⠉ᐕᐲએ㒠㧘ጁୃᤨࠆߪ੍⠌ᤨߦ↪ߢ߈ࠆߥߤ㧘ቇ↢ߩଢᕈ߇㜞߹ߞߡࠆޕ
㧔วᎹ ᱜᐘ㧕
ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߣߒߡߪ㧘OCW ࠍᵴ↪ߒߚᬺ㐿ࠍᡰេߒ㧘OCW ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߇ᬺᡷༀߦ⽸₂
ߢ߈ࠆࠃ߁ᣇ╷ࠍᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
2ņ14㧚࿖㓙ൻᡰេ FD
21-1. ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
1㧕 ᢥቇ⎇ⓥ⑼ะߌ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD ࡊࡠࠣࡓ
2㧕 Dr. Jody D. Nyquist ߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
3㧕 ࠗ࠺ࡦᄢቇ FD ࡊࡠࠣࡓ
4㧕 ࿖㓙ൻടㅦߦะߌߚ FD㨪⋡ᜰߖ㧍ࡃࠗࡦࠟ࡞ᄢቇ㨪
21-2. 2010 ᐕᐲ߆ࠄࠪࡃࠬߩฦ㗄⋡ߦ⧷ᢥ⸥ࠍ૬⸥
22-1. ࿖㓙ൻടㅦߦะߌߚᱤቇ⎇ⓥ⑼ߩขࠅ⚵ߺ
22-2. 㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞╙ 18 ภ ․㓸㧦ർᶏᄢቇߩޟ࿖㓙ൻࠍޠ᳞ߡ

2009.6~2010.2
2009.7.29
2009.8.24~28
2009.12.1~2

2011.1

࿖㓙ᧄㇱ࿖㓙ᢎ⢒ㅪ៤ᡰេ࠴ࡓߩ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦදജߒߡ㧘ࡢࠪࡦ
࠻ࡦᄢቇߩ࠽ࠗࠠࠬ࠻ඳ჻ߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍડ↹ߒ㧘ࠗ࠺ࡦᄢቇ FD ࡊ
ࡠࠣࡓߦ⎇ⓥㇱ߆ࠄ߽ 2 ฬᵷ㆜ߒߚޕ࿖㓙ൻࠍߋࠆቇౝߩ⼏⺰ࠍ༐ߔࠆߚ㧘㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ
࠽࡞╙ 18 ภ㧔2011.1㧕ߦޟ࿖㓙ൻ․ޠ㓸ࠍឝタߒ㧘ቇౝߩߐ߹ߑ߹ߥข⚵㧘ᗧࠍ⚫ߒߚޕ
ߘࠇࠄߩ⚻㛎߆ࠄ㧘ᄢቇ㒮ࡌ࡞ߢᢎ⢒ߩޟ࿖㓙ൻࠍޠផㅴߒࠃ߁ߣߔࠆᯏㆇߪ㧘ℂ♽ࠍਛᔃߦ৻
ቯߩ⋓ࠅ߇ࠅ߇ࠅ㧘⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD㧘┙ߜߍᲑ㓏ߢߩࠨࡐ࠻ࠍᦸჿ߽ࠆޕ
ߘߩ႐ว㧘ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߣߒߡߪ㧘UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆ PFF ࡊࡠࠣࡓ߅ࠃ߮࠽ࠗࠠࠬ࠻ඳ
჻ߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ⛮⛯㧘ࠗ࠺ࡦᄢቇ FD ࡊࡠࠣࡓߩቇౝߢߩ⹜ⴕߥ
ߤߦߟߡߪ㧘දജ⽸₂ߢ߈ࠆޕ
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2ņ15㧚ㅪ៤ᡰេ㧔࿖㓙࿖ౝၞቇౝቇදળ㧕
ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߢߪߎࠇ߹ߢ߽㧘FD㧘ᬺᡷༀ㑐ㅪߩ⻠Ṷଐ㗬╬ߦߪ㧘ቇౝᄖࠍࠊߕ㧘Ⓧᭂ⊛ߦኻᔕ
ߒߡ߈ߚᦨޕㄭߪ㧘IT ᵴ↪㧔ࠢ࠶ࠞ㧕㧘TA ⎇ୃ㧔PFF ࡊࡠࠣࡓ㧕㧘ᚑ❣⹏ଔGPA ᐲ
CAP 㧔IR ᵴേ㧕ߥߤߦ㑐ߔࠆଐ㗬߇ᄙޕ
߹ߚ㧘IDE ᄢቇࡒ࠽㧘᧲ർർᶏᄢቇ৻⥸ᢎ⢒⎇ⓥળߥߤቇදળߩᵴേߦ߽Ⓧᭂ⊛ߦ㑐
ࠊࠅ㧘ၞߩᄢቇߣߩදജ㑐ଥࠍߟߊߞߡ߈ߚߩࠄࠇߎޕㅪ៤ᡰេ߆ࠄᚒ߇ޘቇ߱ߎߣ߽ᄙޕ
ᓟ߽㧘ቇౝߪ߽ߜࠈࠎ㧘ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળࠍㅢߓߚౝฦᄢቇ㧘ࠆߪ࿖ౝᄖߩ
ᄢቇߣߩㅪ៤ᡰេߩᵴേߦⓍᭂ⊛ߦኻᔕߒߡࠁ߈ߚޕ
╳ᵄᄢቇߣߩᢎ⢒ᡷༀߦ㑐ߔࠆදቯ߅ࠃ߮࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߣߩᄢቇ㑆ᵹදቯߪ㧘ᰴઍ FD ⎇
ⓥߦߚ߳ࠎᓎߦ┙ߞߚޕ
࠰࠙࡞ᄢቇ CTL ߣߩวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߽ᕡߩⴕߣߒߡቯ⌕ߒߡ߈ߚޕ
ᧄ⎇ⓥࠍᯏߦߪߓ߹ߞߚ UC ࡃࠢᩞᄢቇ㒮ᡰេᯏ᭴㧘ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇࡉ࡞ࡒࡦ࠻ࡦᩞቇ჻
⺖⒟ᢎ⢒ᡰេቶߥߤߣߩᵹࠍᷓൻߐߖ㧘ㇱዪ㑆දቯߩ✦⚿߽ⷞ㊁ߦࠇߡࠁ߈ߚޕ㧔⮮ ෘ㧕
20-1. ᄢ㒋ᄢቇᄢቇᢎ⢒ታ〣ࡦ࠲ᢎ⢒ታ〣㐿⎇ⓥળ㧘ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ
GPA ᐲߣࠠࡖ࠶ࡊᐲߦߟߡ㨪නߩታ⾰ൻߩ✚ว⊛ข⚵ߺ㨪㧔⮮㧕
20-2. ᚭᄢቇ FD ⻠Ṷળ㧘ർᶏᄢቇߩ FD ߣߘߩ᧪㧔⚦Ꮉ㧕
20-3. หᔒ␠ᄢቇᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲․⦡ GP ᚑᨐႎ๔ળ㧘ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪ
ࡦޟᚑ❣⹏ଔߩ෩ᩰൻߣᓟߩᄢቇᢎ⢒ᡷ㕟ޠ㧘ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒ߩ⾰
⸽ߩ✚ว⊛ข⚵ߺ㨪෩ᩰߥᚑ❣⹏ଔGPA ᐲጁୃ⊓㍳ߩ㒢⸳ቯߦࠃࠆ
නߩታ⾰ൻ㨪㧔⮮㧕
20-4. ╳ᵄᄢቇᢎ⢒ GP╳ޟᵄࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߦၮߠߊᢎ㙃ᢎ⢒ߩౣ᭴▽ ╙ޠ1 ࿁
GP ડ↹⹏ଔᆔຬળ㧘╳ᵄᄢቇ㧔⮮㧕
20-5. ╳ᵄᄢቇߣᢎ⢒ᡷༀߦ㑐ߔࠆදቯࠍ✦⚿
20-6. ᧅᏻᏒ┙ᄢቇ FD ⻠Ṷળ㧘ㆡಾߥᚑ❣⹏ଔߣࠪࡃࠬߩᚑ㧔⚦Ꮉ㧕
20-7. ᐔᚑ 20 ᐕᐲ╙ 2 ࿁ࠢࠬᜂછળ⼏㧔ቇ↢ᡰេ FD㧕㧘ࠣ࡞ࡊ⸛⺰㧔⥄Ვ
㒐ᱛ㧘ୃቇᡰេߩᣇ╷ߦߟߡ㧕ߩᜰዉ㧔⮮㧕
20-8. ർᶏᄢቇ╙ 4 ࿁ஜ⑼ቇ㒮ஜቇ⑼ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘ᄢቇ㒮ᢎ⢒ߣ
FD㧔⚦Ꮉ㧕
20-9. ർᶏᄢቇㄘቇㇱ FD㧘FD ߩᣂߚߥዷ㐿㧔⚦Ꮉ㧕
20-10. ർᶏᄢቇᎿቇㇱ FD㧘ᄢቇᢎຬߦᔅⷐߥᢎ⢒ᣇᴺ㧔⚦Ꮉ㧕
20-11. IDE ᄢቇࡒ࠽ߦ߆ޟቇ↢ߩቇ⠌ࠍଦߔ߆ޠ
1㧕 ᄙ᭽ᕈߦߘߞߚ⥄ቇ⥄⠌ߩⅣႺߠߊࠅߩ⹜ߺ㧘ฬၔᄢቇቇ㐳ᢎ ᳰ↰
ノ
2㧕 ቇ↢ߩᚑ㐳ࠍᡰ߃ࠆᄢቇߩⅣႺ㧘หᔒ␠ᄢቇᢎᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲㐳 ጊ
↰␞ሶ
3㧕 ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߦ߆ޟቇ↢ߩቇ⠌ࠍଦߔ߆ޠ
ࡄࡀࠬ࠻㧦ർᶏᎿᬺᄢቇᢎ ᷰㄝ৻ᄩ㧘ᧅᏻቇ㒮ᄢቇᢎ ⍹Ꮉජ᷷㧘
ർᶏᄢቇᢎ ⮮ෘ㧘ዊᮻ⑼ᄢቇቇ㐳ᢎ ᅏ↰㊀
20-12. ╙ 58 ࿁᧲ർർᶏᄢቇ৻⥸ᢎ⢒⎇ⓥળޟᣂߚߥቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ᭴
▽ޠ㧘ർᶏᄢቇ
1㧕 ᣂߚߥቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ߩ᭴▽㨪FD ߩ⟵ോൻࠍߋߞߡ㧘
╳ᵄᄢቇ․છᢎ ዊ
═ේᱜ
2㧕 නߩታ⾰ൻ㨪ዊࡐ࠻ߣቇ⠌ߩ⸥㍳ࠍ↪ߚ৻ߟߩ⹜ߺ㧘ർᶏᄢቇᢎ
 ᣂ↰ቁᒾ
21-1. ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߣᄢቇ㑆ᵹදቯࠍ✦⚿
21-2. ╳ᵄᄢቇᢎ⢒ GP ╙ 2 ࿁ GP ડ↹⹏ଔᆔຬળ㧘╳ᵄᄢቇ㧔⮮㧕
21-3. ᐔᚑ 21 ᐕᐲో࿖ᄢቇᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲╬ද⼏ળ㧘ᐢፉᄢቇ㧘ർᶏᄢቇߦ
߅ߌࠆᢎ⢒ߩ⾰⸽ߩ⁁ߣ⺖㗴㨪නߩታ⾰ൻߩ✚ว⊛ข⚵ߺ߆ࠄIR ࡀ࠶࠻
ࡢࠢ߳㨪㧔㧕
21-4. ᒄ೨ᄢቇ GPA ⻠Ṷળ㧘GPA ߣߪ㧫 㨪ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ✚ว⊛ㆇ↪ߩ
߆ࠄ㨪㧔⮮㧕
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2008.11.20
2008.12.18
2009.2.23

2009.3.11
2009.3.30
2009.1.14
2008.10.28
2008.9.11
2008.11.12
2008.11.14
2008.8.21~22

2008.9.4~5

2009.7.30
2009.7.28
2009.8.18~19
2009.9.18

2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

21-5. ╙ 10 ࿁᧲੩ක⑼ᄢቇකቇᢎ⢒ advanced WS㧘ᬺᡷༀߩߚߩࠪࠬ࠹ࡓ
㧔⚦Ꮉ㧕
21-6. ᄢቇᢎ⢒ផㅴࡊࡠࠣࡓណᛯᬺޟᄙᰴర⊛ߥቇ჻ജ㙃ᚑࠍᜂ߁✚ว⊛ቇୃ
ᡰេޠ㐿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޡᢎ⢒ߩ⾰⸽㨪4 ߟߩᄢቇߩข⚵߆ࠄޢ㧘߅⨥ߩ᳓ᅚ
ሶᄢቇ㧘ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆᢎ⢒ߩ⾰⸽ߩ✚ว⊛ขࠅ⚵ߺ㨪ᚑ❣GPA
ᐲCAP ߩㆇ↪߇߽ߚࠄߒߚߎߣ㨪㧔⮮㧕
21-7. ᧅᏻᄢ⼱ᄢቇ FD ⻠Ṷળ㧘ࠪࡃࠬߩᦠ߈ᣇߣᚑ❣⹏ଔ㧔⚦Ꮉ㧕
21-8. Ꮺᐢ⇓↥ᄢቇ FD ⎇ୃળ㧘GPA㧔ࠣ࠼ࡐࠗࡦ࠻ࠕࡌࠫ㧕ᐲߦ
ߟߡ㨪ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆනߩታ⾰ൻߩ✚ว⊛ข⚵ߺ㨪㧔⮮㧕
21-9. ർᶏක≮ᄢቇᢎ⢒㐿⊒ࡦ࠲╙ 2 ࿁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘ోቇᢎ⢒⑼⋡ߦ߅ߌ
ࠆᚑ❣⹏ଔၮḰߣ GPA㧔⮮㧕
21-10. ᐔᚑ 21 ᐕᐲ╙ 2 ࿁ࠢࠬᜂછㅪ⛊ળߦදജ
21-11. ᳓↥⑼ቇ㒮ޟᢎຬߣ TA ߩวห⎇ୃળޠ㧘ᄢቇᢎ⢒ߩၮ␆㧔㧕
21-12. ╙ 1 ࿁කቇ⎇ⓥ⑼ FD ⻠Ṷળ㧘ർᄢ FD ߩᱧผߣᢎ⢒ߩᧂ᧪㧔⚦Ꮉ㧕
21-13. ╙ 9 ࿁ർᶏᄢቇᢎ⢒ GP ࡒ࠽㧘✚วඳ‛㙚㧘ർᄢߩᢎ⢒ᡷ㕟ߩ 15
ᐕ㨪ᢎ㙃ᢎ⢒㧘㛎ဳᢎ⢒ߩ⁁ߣᧂ᧪㨪㧔⮮㧕
21-14. IDE ᄢቇࡒ࠽ޟᢎ⢒ᡷༀࠍ⋡ᜰߔ FDSD ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽ޠ㧘ർ
ᶏᄢቇ
1㧕 ᚑഞߔࠆ FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩㆇ༡ᣇᴺ㨪྾࿖ᄢቇᢎ⡯ຬ⢻ജ㐿⊒ࡀ࠶
࠻ࡢࠢࠍߦ㧘ᗲᇫᄢቇಎᢎ ⮮ᶈ┨
2㧕 ᧲ᣣᧄၞ FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢ“ߟ߫ߐ”ߩᵴേ㧘ጊᒻᄢቇᢎ ዊ↰㓉ᴦ
3㧕 ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟർᶏߩᢎ⢒ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓᵴേޠ
ᣩᎹ࠙ࠚ࡞ࡆࠗࡦࠣࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ㧘ᣩᎹක⑼ᄢቇᢎ ศ↰⾆ᒾ㧧ർ
ᶏ᧲ㇱၞ⸵⁁ᦝᣂ⻠⠌ࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓ㧘ർᶏᢎ⢒ᄢቇಎᢎ ᑝ↰
ஜ㧧ࠠࡖࡦࡄࠬࠦࡦ࠰ࠪࠕࡓವ㙚㧘ർᶏᢎ⢒ᄢቇᢎ 㓵Ỉᅢඳ㧧ർ
ᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ㧘ർᶏᄢቇᢎ ⚦Ꮉᢅᐘ
22-1. ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ Dr. Keith F. Taylor, Associate Vice-President Academic
Outreach and International Programs ᧪ቇ㧔ࠨࠬ࠹࠽ࡆ࠹ࠖ࠙ࠖࠢ
2010㧘ࠝࡊ࠾ࡦࠣⴕၮ⺞⻠Ṷߥߤ㧕
22-2. ╳ᵄᄢቇᢎ⢒ GP ╙ 3 ࿁ GP ડ↹⹏ଔᆔຬળ㧘ࡎ࠹࡞੩㒋੩ㇺ㧔⮮㧕
22-3. ᐔᚑ 22 ᐕᐲጘ㒂ᄢቇᄢቇ㒮ㅪวකቇ⎇ⓥ⑼․⻠⟵㧘࿖┙ᄢ㔐㕍ዋᐕ
ᵹߩኅ㧘TA ߩዉߣߘߩᵴ↪㨪ᄢቇᢎ⢒ߦᨐߚߔ TA ߩᓎഀ㨪㧔⚦Ꮉ㧕
22-4. ᐔᚑ 22 ᐕᐲᒄ೨ᄢቇஜቇ⎇ⓥ⑼ FD ⻠Ṷળ㧘ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ TA ⎇
ୃߩᱧผ⁁ߣዷᦸ㧔⮮㧕
22-5. ᄢ㒋ᄢቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕࠣࡦ࠴ࠖ࠹ޟᐲߣࠠࡖࠕᢎ⢒߳ߩ
ዷ㐿ޠ㧘TA ߦኻߔࠆ⎇ୃᐲߦߟߡ㧔⚦Ꮉ㧕
22-6. ጘ㒂ᄢቇᔕ↪↢‛⑼ቇㇱᢎ⢒ᡷ㕟 FD㧘TA ᐲߣߘߩ⎇ୃߦߟߡ(⚦Ꮉ)
22-7. ╳ᵄᄢቇᢎ⢒ GP ╙ 4 ࿁ GP ડ↹⹏ଔᆔຬળ㧘⑺⪲ේ UDX ࠪࠕ࠲㧔⮮㧕
╳ᵄᄢቇᢎ⢒ GP ᚑᨐႎ๔ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ╳ޟᵄࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߦၮߠߊᢎ㙃ᢎ⢒
ߩౣ᭴▽⪲⑺ޠේ UDX ࠪࠕ࠲ർᶏᄢቇߩ PFF ࡊࡠࠣࡓ㨪ࠞࡈࠜ࡞
࠾ࠕᄢቇࡃࠢᩞ╳ᵄᄢቇߣߩද߆ࠄ㨪 ⮮ 㧧ෳട ጊ↰┻ጊ
22-8. ᐔᚑ 22 ᐕᐲർᎿᬺᄢቇޟTA ߩ FD ⎇ୃޠ㧘TA ߩᗧ⟵ߣᓎഀ㨪ᄢቇᢎ⢒
ߦᨐߚߔ TA ߩᓎഀ㧔⚦Ꮉ㧕
22-9. ᐔᚑ 22 ᐕᐲౝ࿖┙㜞ኾኾ⑼⎇ⓥ⊒ᵹળ㧘ᄢቇߩᱧผߣ⎇ୃᐲ
ߩዉ㨪ᢎ⢒⎇ୃߩᗧ⟵㧔⚦Ꮉ㧕
22-10. ᐔᚑ 22 ᐕᐲർᶏᢥᢎᄢቇߎߤ߽⊒㆐ቇ⑼ FD ⎇ୃ
1㧕 FD ߩ⋡⊛ߣᗧ⟵㧔⚦Ꮉ㧕
2㧕 ᬺᣇᴺߣᚑ❣⹏ଔ㧔⚦Ꮉ㧕
22-11. 2010 ᐕᐲᧅᏻቇ㒮ᄢቇ FD ࡈࠜࡓޟICT ࠍᵴ↪ߒߚᬺᡷༀߦߟߡ
⠨߃ࠆޠ㧘ઁᄢቇߩߦቇ߱ᬺᔕ╵ࠪࠬ࠹ࡓࠆࠃߦޠࠞ࠶ࠢޟ⢻േ⊛
ቇ⠌ᬺ㧔ጊ↰㧕
22-12. ᐔᚑ 22 ᐕᐲർᎿᬺᄢቇ FD ⻠Ṷળ㧘ቇ⠌⹏ଔߣ GPA ߦߟߡ㧔⮮㧕
22-13. ᐔᚑ 22 ᐕᐲ╙ 2 ࿁ࠢࠬᜂછㅪ⛊ળ
22-14. 2010 ᐕᐲℂቇ㒮 GSI ⎇ୃળ㧘GSI ߩᓎഀߣ⋡⊛㨪᧪ߦะߌߡ㧔⚦Ꮉ㧕
22-15. 2010 ᐕᐲකቇ⎇ⓥ⑼ TA ⎇ୃળ㧘TA ߩᓎഀߣ⋡⊛㨪᧪ߦะߌߡ(⚦Ꮉ)
22-16. ᳓↥⑼ቇ㒮ޟᢎຬߣ TA ߩวห⎇ୃળޠ㧘ᄢቇᢎ⢒ߩၮ␆㧔㧕
22-17. ╙ 10 ࿁ർᶏᄢቇᢎ⢒ GP ࡒ࠽㧘✚วඳ‛㙚㧘ᰴઍ FDTA ߇ᡰ

֣30 ֣

2009.10.16
2010.2.13

2009.4.4
2009.4.24
2009.11.13
2009.9.28
2009.4.20
2009.12.17
2010.3.27
2009.8.20~21

2010.10.25
2010.8.2
2010.8.25
2010.10.27
2011.2.18
2011.3.10
2011.3.4
2011.3.4
2010.9.29
2010.11.21
2011.1.12
2011.1.26
2011.2.23
2011.3.10
2010.9.28
2010.4.9
2010.4.14
2009.4.19
2010.6.26

ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ (2011)

߃ࠆᄢቇᢎ⢒ߩᣂߚߥዷ㐿㧔⚦Ꮉ㧕
22-18. ᐔᚑ 22 ᐕᐲᱤቇ⎇ⓥ⑼ FD ⎇ୃ㧘ᰴઍ FD ⎇ⓥߩᚑᨐ㧔⚦Ꮉ㧕
22-19. ᐔᚑ 22 ᐕᐲ⮎ቇㇱ FD ⻠Ṷળ㧘ࠢ࠶ࠞࠍߞߡߺࠃ߁㨪ലᵴ↪ߩߚ
ߩᔃᓧ㧔ጊ↰㧕
22-20. ർᶏᄢቇ㒝ዻ࿑ᦠ㙚⻠Ṷળ㧘ᄢቇᢎ⢒ᡷ㕟ߣ࿑ᦠ㙚㧔⚦Ꮉ㧕
22-21. IDE ᄢቇࡒ࠽ޟᣂᤨઍߩቇୃࠨࡐ࠻ࠍតࠆޠ㧘ർᶏᄢቇ
1㧕 ㊄ᴛᎿᬺᄢቇߩቇ⠌ᡰេࠪࠬ࠹ࡓ㧘㊄ᴛᎿᬺᄢቇᢎ ⮮ᧄర
2㧕 ᱜ⺖ߦㅪേߒߚ⚵❱⊛ᢙቇቇ⠌ࠨࡐ࠻㧘ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇᢎ 㜞ᯅື
22-22. ╙ 60 ࿁᧲ർർᶏᄢቇ৻⥸ᢎ⢒⎇ⓥળޟቇ჻ജߪߤߩࠃ߁ߦ⸽ߐ
ࠇࠆ߆ޠ㧘ᧅᏻᄢቇ
1㧕 ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ⥄ᓞᕈ⢒ᚑࡊࡠࠣࡓ㧘Ꮏㄭਭᱞ⟤
2㧕 ᰴઍဳࠢ࠶ࠞߩ⹜ߺ㧘ጊ↰㇌㓷
3㧕 ᄢቇ㑆ㅪ៤ߦࠃࠆ⥄ὼ⑼ቇታ㛎ߩታᣉߣ⑼ቇ࠹ࠪ⢒ᚑߩ⹜ߺ㧘ℂዊ
㊁ኹᓆ
4㧕 ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆೋᐕᰴቇ↢ߩਥ⊛ቇ⠌ࠍᡰេߔࠆᵴേ㧘ࠕࠞ࠺ࡒ࠶
ࠢࠨࡐ࠻ផㅴቶᢪ⮮Ḱ

2011.1.19
2011.2.9
2011.3.2
2010.8.19~20
2010.9.2~3

2ņ㧚ਛᦼ⋡ᮡਛᦼ⸘↹
ᧄቇߩਛᦼ⋡ᮡਛᦼ⸘↹㧔ᐔᚑ22~27ᐕᐲ㧕ߦߪ㧘ᧄ⎇ⓥㇱ㐷ߦ㑐ࠊࠆએਅߩࠃ߁ߥ㆐ᚑ⋡ᮡߣ㧘
⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩភ⟎߇ឝߍࠄࠇߡࠆޕ
ߎࠇࠄߩ⋡ᮡߣ㧘ᰴઍFD⎇ⓥߩᚑᨐߦၮߠ߈㧘IRᵴേ㧘ᢎ⢒୶ℂ✁㗔㧘ᣂFDSDࡊࡠࠣࡓ㧘
PFFࡊࡠࠣࡓ㧘ၞ࿖㓙ᢎ⢒⎇ⓥࡀ࠶࠻ࡢࠢߥߤࠍౕൻߐߖߚޕ
1 (1) ᢎ⢒ౝኈ߮ᢎ⢒ߩᚑᨐ╬ߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡ
Ԙർᄢᣇᑼߩోቇᢎ⢒ታᣉߩਅߢ㧘ੱ᧚㙃ᚑߩ⋡⊛ߦහߒߚ♽⊛ߥቇ჻⺖⒟ࠍ᭴▽ߔࠆޕ
ԙ࿖㓙⊛ㅢ↪ᕈࠍᜬߟᨵエߥᄢቇ㒮⺖⒟ࠍ᭴▽ߔࠆޕ
Ԛࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪߦᴪߞߚ⹜ᐲᡷ㕟ࠍⴕ߁ޕ
٧⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩភ⟎
Ԙ-1 ᣂߚߥోቇᢎ⢒ࠍഃߔࠆߚ㧘ᔅୃ⑼⋡ߩᬺౝኈࠍᮡḰൻߔࠆߚ߹ޕ㧘ዋੱᢙᣇะဳ
ᬺࠍలታߐߖࠆߣߣ߽ߦ㧘ᬺᣇᴺߩᡷༀ߿ᣂ⑼⋡ߩ㐿⊒ࠍⴕ߁ޕ
Ԙ-3 ᢎ⢒ലᨐࠍᬌ⸽ߒߟߟ㧘නᐲߩታ⾰ൻࠍផㅴߔࠆޕ
Ԙ-4 GPA╬ߦၮߠߊ෩ᩰߥතᬺቯၮḰࠍዉߔࠆޕ
Ԛ-1 ᄢቇߩࠕ࠼ࡒ࠶࡚ࠪࡦࡐࠪߦၮߠ߈㧘ቇㇱߩᨒࠍ߃ߚᄢࠅ⹜ࠍዉߔࠆޕ
1 (2) ᢎ⢒ߩታᣉ╬ߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡ
Ԙᢎ⢒⺖⒟ߩᄙ᭽ൻߣ㜞ᐲൻࠍㅴࠆߚ㧘⚵❱ᢛࠍⴕ߁ޕ
ԙᢎຬߩ୶ℂᗧ⼂ߣᢎ⢒⢻ജࠍ㜞ࠆޕ
٧⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩភ⟎
Ԙ-1 ోޟቇᢎ⢒ᯏ᭴(⒓)ߒ⟎⸳ࠍޠ㧘ㇱዪᮮᢿ⊛ߥᢎ⢒ࠍలታߐߖࠆޕ
ԙ-1 ᢎ⢒ᵴേో⥸ߦ㑐ߔࠆၮᧄᆫࠍ␜ߒߚᢎ⢒୶ℂ✁㗔ࠍߩޘᢎຬߦᶐㅘߐߖࠆޕ
ԙ-2 ർᄢဳᰴઍFDࡊࡠࠣࡓࠍ㐿⊒ߒ㧘ታᣉߔࠆޕ
1 (3) ቇ↢߳ߩᡰេߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡ
Ԙ✚ว⊛ߥቇ↢ᡰេࠍలታߐߖࠆޕ
٧⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩភ⟎
Ԙ-2 ቇ↢ᡰេᜂᒰᢎ⡯ຬ߮ቇ↢ะߌߩ⎇ୃࠪࠬ࠹ࡓࠍᢛߔࠆޕ
2 (1) ⎇ⓥ᳓Ḱ߮⎇ⓥߩᚑᨐ╬ߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡ
ԙ⇇᳓Ḱߩఝࠇߚ⎇ⓥ⠪⢒ᚑߩߚߩ⻉ᣇ╷ࠍᰴઍߦࠊߚࠆ㐳ᦼ⊛ߥⷞὐߢ⛮⛯⊛ߦታᣉߔ
ࠆޕ
٧⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩភ⟎
ԙ-1 ⧯ᚻᢎຬࠍኻ⽎ߣߔࠆ࠹࠾ࡘࠕ࠻࠶ࠢ╬ߩ⢒ᚑࡊࡠࠣࡓࠍ⊒ዷߐߖࠆޕ
ԙ-3 ᧚ੱޟ⢒ᚑᧄㇱࠍ╬ޠᵴ↪ߒ㧘ඳ჻⺖⒟ቇ↢߿ඳ჻⎇ⓥຬ╬⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ߦኻߒ㧘ᄙ᭽ߥࠠࡖ
ࠕࡄࠬࠍ㐿ߊߚߩ⢻ജ㐿⊒ࡊࡠࠣࡓࠍ⛮⛯⊛ߦታᣉߔࠆޕ
3 (2) ࿖㓙ൻߦ㑐ߔࠆ⋡ᮡ
Ԙᢎ⢒ߩ࿖㓙⊛ㅢ↪ᕈࠍะߐߖ㧘ቇ↢ߩ࿖㓙⊛ᵹേᕈࠍ㜞ࠆޕ
ԙᄙ᭽ߥᒻᘒߢ⇐ቇ↢ࠍฃࠇ㧘⇐ቇ↢ᢙࠍ㧘ቇ↢✚ᢙߩ10%ࠍ⋡ᮡߦჇടߐߖࠆޕ
Ԛᧄቇߢഃㅧߐࠇߚ⍮ߩᵴ↪ࠍㅢߒߡ࿖㓙␠ળߩᜬ⛯⊛⊒ዷߦ⽸₂ߔࠆޕ

֣31 ֣

2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

٧⋡ᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߩភ⟎
Ԙ-2 ቇ჻⺖⒟߮ᄢቇ㒮⺖⒟ߦ߅ߡ㧘⧷⺆╬ߩᄖ࿖⺆ߦࠃࠆᬺࠍჇടߐߖࠆޕ
ԙ-2 ⇐ቇ↢ࠍኻ⽎ߣߔࠆୃቇ↢ᵴᡰេࠍᒝൻߔࠆޕ
Ԛ-2 ࿖㓙⊛ߥᢎ⢒⎇ⓥࡀ࠶࠻ࡢࠢࠍలታߐߖ㧘࿖ౝᄖߩᄢቇ⎇ⓥᯏ㑐╬ߣߩㅪ៤ࠍᒝൻߔࠆޕ
2ņ17㧚⚵❱ᢛ
2010ᐕ10ߦᣥ㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲ߪ㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴ߦᡷ⚵ߐࠇߚ
㧔71ࡍࠫෳᾖ㧕
ޕ
᰷☨ߢ߽ࠕࠫࠕ⻉࿖ߢ߽ᕆㅦߥ㜞╬ᢎ⢒ᡷ㕟߇ㅴࠎߢࠆ⺖ߩߘޕ㗴ߣኻᔕ╷ߪ㧘ᢥൻᐲ߿ੱ
⊛‛⊛⾗Ḯߩ㆑ߦࠃࠅߐ߹ߑ߹ߛ߇㧘หᤨߦㅢᕈ߽㜞ޕ
╙৻ߩㅢὐߪ㧘ቇ↢ߦኻߔࠆቇ⠌ᡰេߣ㧘ᢎຬߦኻߔࠆᢎ⢒ᡰេࠍⵣ৻ߩ߽ߩߣߣࠄ߃ߡల
ታࠍ࿑ࠆࠕࡊࡠ࠴ߢࠆߡߒߣߥ⊛❱⚵ߩߘޕ㧘᰷☨ߢ߽ࠕࠫࠕߢ߽㧘ᢎ⢒ቇ⠌ࡦ࠲(CTL:
Center for Teaching & Learning)߇ోቇ⚵❱ߣߒߡᮡḰⵝߦߥߞߡࠆ㧔ฬ⒓ߪ⚦ㇱߢᓸᅱߦ㆑ߞ
ߡࠆ߇㧘ၮᧄ⊛ߥછോ㧘ᯏ⢻ߪหߓ㧕
ޕ
ࠦࡠࡦࡆࠕᄢ㧘ࠬ࠲ࡦࡈࠜ࠼ᄢߥߤ☨࿖ߩ⑳┙ᄢቇ࠻࠶ࡊᩞߩߪ㧘⽷ၮ⋚߇㆑ߔ߉ߡෳ⠨
ߦߪߥࠅߦߊ߇㧘ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢ߿㧘☨࿖ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢ㧘ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢ㧘ࡢࠪࡦ
࠻ࡦᄢߥߤᎺ┙ᄢቇ࠻࠶ࡊᩞ߿㧘
࠰࠙࡞࿖┙ᄢߩߪ㧘
⚻ᷣ⊛⢛᥊߽ߡෳ⠨ߦߢ߈ࠆߎߣ߇ᄙޕ
ቇ⠌ᡰេߩ⚵ߺ㧔⚵❱㧕ߣߒߡߪ㧘UC ࡃࠢᩞߩᄢቇ㒮ᡰេᯏ᭴(Graduate Division)㧘ࠗ
ࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢࡉ࡞ࡒࡦ࠻ࡦᩞߩቇ჻⺖⒟ᢎ⢒ᡰេቶߥߤߪࠃߊᯏ⢻ߒߡߡቇ߱ߎߣ߇ᄙޕ
ᢎຬᡰេߦ㑐ߒߡߪ㧘ࡢࠪࡦ࠻ࡦᄢቇᢎ⢒㐿⊒⎇ⓥࡦ࠲(CIDR)ߦቇ߱ߎߣ߇ᄙޕ
ߎࠇࠄߩࠍෳ⠨ߦߒߡ㧘ቇ↢ߦኻߔࠆቇ⠌ࠨࡐ࠻ࠍታᣉߔࠆࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲
ߣਗࠎߢ㧘ᢎຬߦኻߔࠆᢎ⢒ࠨࡐ࠻ࠍታᣉߔࠆ⚵❱ߣߒߡ㧘એਅߩࠃ߁ߥ⋡⊛㧘ᯏ⢻ࠍ߽ߟޟᢎ⢒
ᡰេࡦ࠲ޠ
㧔⒓㧕ߩ⸳⟎ࠍឭ᩺ߔࠆޕ
٧ᢎ⢒ᡰេࡦ࠲ߩ⋡⊛ᯏ⢻
㧝㧚⋡⊛
ޟᢎ⢒ᡰេࡦ࠲ޠ
㧔એਅޕ߁ߣޠ࠲ࡦޟ
㧕ߪ㧘ᧄቇ߇ߑߔ㜞╬ᢎ⢒ࠍታߔࠆ⻉ᣉ╷ߦ
ߟߡࠨࡐ࠻ߔࠆߚߦ㧘ᢎ⡯ຬ߅ࠃ߮ᄢቇ㒮↢ࠍኻ⽎ߣߒߚ⎇ୃࠍታᣉߒ㧘ᧄቇߩᢎ⢒ᯏ⢻ߩะ
ߦ⾗ߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ၞߥࠄ߮ߦࠕࠫࠕߩ⻉ᄢቇߩ㜞╬ᢎ⢒ࠍ⊒ዷߐߖࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
㧞㧚ᯏ⢻
ࡦ࠲ߩᯏ⢻ߣᓎഀߪᰴߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
Ԙᤨઍߦහߒߚ⎇ୃౝኈߩޟFD ⎇ⓥ㐿⊒ᯏ⢻ޠ
⻉ᄖ࿖ߩ⺞ᩏ㧘⎇ⓥ
ᣂߒ⎇ୃߩડ↹㧘ㆇ↪
ԙࠠࡖࠕࠬ࠹࠶ࡊߦኻᔕߒߚޟᢎຬ⎇ୃ(FD)ታᣉᯏ⢻ޠ
୶ℂ✁㗔ߣᢎ⢒ߩၮᧄේℂࠍቇ߱ޟᣂછᢎຬ⎇ୃޠ
ᢎ⢒ᡷ㕟ߩታ㓙ࠍቇ߱ޟਛၷᢎຬ⎇ୃޠ
࿖㓙ൻߦኻᔕߒߚޟ࿖㓙ൻᢎຬߩߚߩ⎇ୃޠ
Ԛᄢቇ㒮↢ߦኻߔࠆᣧᦼᢎ⢒⎇ୃߣߒߡߩޟቇ↢⎇ୃታᣉᯏ⢻ޠ
ᢎ⢒ߩၮᧄේℂߣ TA ߩᓎഀࠍቇ߱ޟTA ⎇ୃޠ
᧪ᄢቇᢎຬߦߥࠆᄢቇ㒮↢ߩᢎ⢒⢻ജะࠍᡰេߔࠆޟPFF ᢎ⢒ޠ
ԛቇౝ㧘ၞ߿ࠕࠫࠕ⻉࿖ߣߩޟFD ⎇ୃㅪ៤ᯏ⢻ޠ
ቇౝฦㇱዪߩޟFD ᵴേߩᡰេㅪ៤ޠ
ർᶏၞߩ FD ⊒ዷߩߚߩޟർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળߩᡰេޠ
ࠕࠫࠕߩ⻉ᄢቇࠍᡰេߔࠆ ࠆࠃߦ⺆⧷ޟFD ⎇ୃߩታᣉޠ
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3㧚ᰴઍ FD ߳ߩឭ⸒㧔᧪ߦะߌߡ㧕
㜞╬ᢎ⢒㐿⊒⎇ⓥㇱ㐷ߩਥߚࠆߪ㧘㜞╬ᢎ⢒ߩ᧪ࠍ੍᷹ߒ㧘ߘࠇߦኻᔕߒߚᢎ⢒ᐲᡷ㕟ࠍ
ឭ໒ߔࠆߎߣߦࠆޕએਅߦ߹ߕ⁁ࠍಽᨆߒ㧘㜞╬ᢎ⢒ߩ᧪ࠍឭ␜ߔࠆޕ
ᤓᐕ 11~12 㧘⧷࿖߆ࠄᢙਁੱⷙᮨߩቇ↢࠺ࡕߩ࠾ࡘࠬ߇વࠊߞߡ߈ߚޕᐕ㑆 3 ජࡐࡦ࠼ߩቇ⾌
ࠍ 9 ජࡐࡦ࠼㧔⚂ 120 ਁ㧕ߦߍࠆߣ߁ߩߛ߆ࠄήℂ߽ߥ߇㧘࿖߆ࠄߩេഥ߇ 4~7 ഀᷫࠆߣߥ
ࠆߣ㧘ᬺᢱࠍߍߥ㒢ࠅᄢቇߪሽ⛯ߢ߈ߥޕ
☨࿖ߩᄢቇ߽ᵏߢߪߥޕᎺ┙ᄢቇ߳ߩេഥߪᎺߩ੍▚ߦࠬࠗ࠼ߒ㧘Ꮊ੍▚߇ 1 ഀᷫࠇ߫㧘ᄢ
ቇ߳ߩេഥ߽ 1 ഀᷫࠆߎߣߦߥࠆޕታ㓙㧘ᐕߪ 1 ഀ೨ᓟߩᷫ㗵߇ᄙߊߩᎺ┙ᄢቇߦㆡ↪ߐࠇ㧘ߎߩ
㗴ࠍ⸃ᶖߔࠆߚߦੱຬᷫ߿ࡢࠢࠪࠚࠕࡦࠣߥߤ߇ណ↪ߐࠇߡࠆߣ߁ޕ
ᣣᧄߩ࿖┙ᄢቇ߽㧘ߎࠇ߹ߢߦ 5%એߩ⚻⾌ᷫࠍታᣉߒ㧘᧪ᐕᐲߪߐࠄߦᄢ߈ߥᷫࠍ᳞ࠄ
ࠇࠆ߆߽ߒࠇߥߩߢ㧘ኻጯߩἫߢߪߥ⁁ߩߎޕᴫߪߒ߫ࠄߊ⛯ߊߛࠈ߁ޕ
㜞╬ᢎ⢒ߩ᧪ࠍ⠨߃ࠆߣ߈㧘ߎߩࠃ߁ߥ⚻ᷣ⊛⁁ᴫߩਛߢᜬ⛯⊛ᡷ㕟߇ⷐ᳞ߐࠇߡࠆߎߣࠍ
ᗧ⼂ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
ᢎ⢒ᐲߩᧂ᧪
⚻ᷣ⊛ߥ㗴ߪߦߒߡ߽㧘㜞╬ᢎ⢒ߦߣߞߡߪᄌ㕟ߩᤨઍߢࠆߕ߹ޕ㧘18 ᱦੱญ߇ 30 ᐕ
೨ߦᲧセߒߡඨಽߦߥߞߚߦࠄߐޕ㧘߅ࠃߘ 2 ഀࠅߛߞߚᄢቇㅴቇ₸߇ 5 ഀࠍ߃ߚޕᣣᧄߩ㜞╬
ᢎ⢒ߪ㧘࠻ࡠ࠙ᢎ߇ 1960 ᐕઍߦ⊒ߒߚ㧘ᄢቇ⊒ዷߩ 3 Ბ㓏⺑ߩᦨᓟߣߥࠆ࡞ࠨࡃ࠾࡙ޟᲑ㓏ޠ
ߦ㆐ߒߚߩߢࠆߪࠇߎޕᄢቇߩᄢⴐൻߣቇ↢ߩᄙ᭽ൻࠍᗧߒ㧘ᄢቇߪߎࠇߦኻᔕߒߚᄌൻࠍ᳞
ࠄࠇߡࠆߜࠊߥߔޕ㧘ቇ↢ߩ㊂⊛ߥᄌൻߦኻᔕߒߡ㧘㜞╬ᢎ⢒ߩ⾰ࠍᄌ߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥߘޕ
ࠇߦߪ㧘ᄢቇߩ▤ℂㆇ༡㧘⽷㧘ࠞࠠࡘࡓ㧘ᬺ✬ᚑ㧘ᢎຬߩណ↪ߣ㙃ᚑ㧘ቇ↢ߩㆬᛮᣇ㊎㧘
⎇ⓥᵴേ߳ߩេഥᣇᴺ㧘ቇ↢ߣᢎᏧߩ㑐ଥߥߤ㧘ᄙጘߦࠊߚࠆᡷ㕟߇ⷐ᳞ߐࠇࠆޕ
ർᄢߦ߅ߌࠆㆊ 20 ᐕ㑆ߩᄙߊߩᢎ⢒ᡷ㕟ߪߎߩ〝✢ߦᴪߞߡࠆ߇㧘߹ߛ┵✜ߦߟߚߦㆊ߉
ߥޕᚒࠆߡߒߣ࡞࠺ࡕ߇ޘ᰷☨ߩᄢቇߪ㧘ᣣᧄએߩࠬࡇ࠼ߢᡷ㕟ࠍㅴߡࠆߚ߹ޕ㧘ߊ
ߟ߆ߩࠕࠫࠕ⻉࿖ߩᄢቇᡷ㕟ߪߔߢߦᣣᧄࠍಒ㚧ߒߡࠆߩ࠭ࡓࠗ࠲ޕᄢቇࡦࠠࡦࠣߢࠕࠫࠕ 1
ߦ㚅᷼ᄢቇ߇ㆬቯߐࠇߚߎߣ߇㧘ߘߩߎߣࠍ⍎ߦ␜ߒߡࠆޕ
␠ળߩ⚵ߺ⥄߽ᄢ߈ߊᄌ⽩ߒߟߟࠆޕ಄ᚢᓟߩ␠ળߩࠣࡠࡃ࡞ൻߣ㧘ࠦࡦࡇࡘ࠲߅ࠃ߮
ࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߩᕆㅦߥ᥉߇ߘߩᄢ߈ߥⷐ࿃ߢࠆߩࠄࠇߎޕᖱ߆ࠄ㧘⇇ߩᄢቇߦ߹ߨ
ߊ㧘࿖㓙ൻ߳ߩኻᔕߣ㧘ᕆᄌߔࠆ␠ળ߆ࠄⷐᦸߐࠇࠆ⡯ᬺᢎ⢒ߩታᣉ߇ᦼᓙߐࠇߡࠆޕ
ᢎຬ⎇ୃ㧔FD㧕ߩᧂ᧪
ᢎຬ⎇ୃߪᢎ⢒ᐲᡷ㕟ߣኒធߦ⚿߮ߟߡࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
ᐔᚑ 20 ᐕᐲߦߪߓ߹ߞߚޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠᬺߢߪ㧘ᢎ⢒ߩၮᧄߩ⠌ᓧߣࠪࡃࠬ⸥ㅀࠍၮ
ᧄߦߒߚᓥ᧪ߩ 1 ᴱ 2 ᣣߩೋછ⠪⎇ୃ㧔ർᄢဳ FD㧕ߩᰴߩࠬ࠹࠶ࡊߩ⎇ୃࠍᮨ⚝ߒߡ߈ߚ⚿ߩߘޕ
ᨐ㧘ᰴߩ 10 ᐕߩ⺖㗴ߪԘᢎ⢒୶ℂߦ㑐ߔࠆ⎇ୃԙᢎຬߦߥࠆ೨Ბ㓏㧔ᄢቇ㒮↢㧕ߩ⎇ୃԚ࿖㓙ൻߦ
ኻᔕߒߚ⎇ୃԛਛၷᢎຬߩ⎇ୃߢࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߡ߈ߚޕ
Ԙർᄢߩᢎ⢒୶ℂ✁㗔ߪ 2009 ᐕ 6 ߦቯߐࠇߚޕᢎ⢒ߩၮᧄߣߥࠆ୶ℂ✁㗔ߪ㧘⡯ᬺੱߣߒߡ
ߩᢎຬߦߪᧄ᧪ᔅⷐߥ߽ߩߛ߇㧘ᣣᧄߩᄢቇߢߪߢ߽߹ࠇߢ㧘⎇ୃߢવ߃ࠆᔅⷐ߇ࠆޕᢎ⢒୶ℂ
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ߦߟߡߪ㧘3 ᐕ೨߆ࠄᧄቇߩೋછ⠪⎇ୃ㧔ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧕ߦዉߒߚޕ
ԙᄢቇ㒮↢ߩᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆቇ⠌ߪ㧘☨࿖ߢߪߔߢߦᱜ⺖ߦ⚵ߺㄟ߹ࠇߡࠆޕ᧪ᢎຬߦߥࠆߚ
ߛߌߢߪߥߊ㧘⎇ⓥ⠪ߣߒߡ߽⥄ಽߩ⎇ⓥಽ㊁ࠍ␠ળ߿ᓟヘߦ⺑ߢ߈ߥߌࠇ߫ߥࠄߥࠆߥ߆ޕ
⡯ᬺߢ߽㧘ᓟヘߦᢎ⢒ࠍⴕ߁⢻ജ߇ᔅⷐߢ㧘⡯ᬺᢎ⢒ߩ৻Ⅳߣߒߡᢎ⢒ജߩ㙃ᚑ߇ᔅⷐߢࠆޕ
Ԛ࿖㓙ൻߦኻᔕߒߚ⎇ୃ߽ᔅⷐߢࠆߪ⟵⻠ࠆࠃߦ⺆⧷ޕᄢቇ㒮߆ࠄߪߓ߹ࠅᰴ╙ߦ৻⥸ൻߒߡ
ߊߛࠈ߁ޕ࿖㓙ൻߪᢎຬߦ߽ቇ↢ߦ߽ⷐ᳞ߐࠇࠆߩߢ㧘ᢎຬ߿ᄢቇ㒮↢ࠍኻ⽎ߦߒߚലᨐ⊛ߥ⎇ୃ߇
ᦼᓙߐࠇࠆ⎇ᧄޕⓥㇱ㐷ߢߪޟᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖ
ࡦࠣߩၮ␆ᧄࠍޠᐕ㧞࿁㐿ߒ㧘ԙߣԚߦኻᔕߔࠆ⎇ୃࠍ⹜ⴕߒߚޕ
ᄢቇᡷ㕟ߪભߎߣߥߊ⛯ߊߩߘޕਛߢԛਛၷᢎຬߪࡑࡀࠫࡖߣߒߡᡷ㕟ߩਛᨔࠍᜂ߁ᔅⷐ߇
ࠆⷐߢߎߘޕ᳞ߐࠇࠆߩߪ㧘⎇ⓥߢ߽ᢎ⢒ߢ߽ߥ㧘▤ℂㆇ༡ߩ⢻ജߢࠆߎߩߎ߽⺕ߪߜߚ⑳ޕ
ߣߦߟߡᢎ⢒ࠍฃߌߡߥޕᢎ⢒ߥࠄ㧘ዋߥߊߣ߽ቇ↢ߣߒߡ⻠⟵ࠍฃߌߚ⚻㛎ߪࠆ߇㧘▤ℂ
ㆇ༡ߪߒ߆ࠆߴ߈⽿છ⠪ߦߥߞߚㅜ┵ߦⷐ᳞ߐࠇࠆ⢻ജߢࠆ⎇ᧄޕⓥㇱ㐷ߢߪᐕᐲೋߡ㧘ਛၷ
ᢎຬߩࡑࡀࠫࡔࡦ࠻⢻ജࠍ㙃ᚑߔࠆ⎇ୃࠍ⹜ⴕߒߚޕ
⎇ୃߪ㧘৻ߟߩᄢቇߛߌߢⴕ߁ߦߪੱ᧚߿੍▚ߩ⺞㆐߇ߕ߆ߒߎߣ߇ࠆޕၞࠦࡦ࠰ࠪࠕ
ࡓࠍᇦߦදജߒว߁ߎߣ߇ᄢಾߢࠆޕർᶏߢߪᤓᐕ߆ࠄߘߩᵴേࠍ㐿ᆎߒߚޕ
ᓟߩᢎຬ⎇ୃߪએߩࠃ߁ߥ〝✢ߦᴪߞߡㅴዷߒߡߊߛࠈ߁ߒ߆ߒޕ㧘ߩ⚵❱߽ߥߊߎߩࠃ
߁ߥ⎇ୃࠍㆇ↪ߔࠆߎߣߪߢ߈ߥޕ᰷☨ߩᄙߊߩᄢቇ߿ࠕࠫࠕ⻉࿖ߩవㅴ⊛ߥᄢቇߢߪᢎຬ⎇ୃߣ
ቇ↢ߩቇ⠌ࠨࡐ࠻ࠍⴕ߁ߚߦ㧘CTL (Center for Teaching & Learning㧦ᢎ⢒ቇ⠌ࡦ࠲)߇⸳
⟎ߐࠇߡࠆᧄޕቇߢ߽ห᭽ߥቇୃᡰេߣᢎ⢒ᡰេߩ⚵ߺߩഃ⸳߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ
⹏ଔᵴേ㧔IR㧕ߩᧂ᧪
߆ߥࠆᵴേ߽⋭ߥߒߢߪ⊒ዷߒߥޕᢎ⢒ߦ㑐ߒߡ߽หߓߢ㧘ᢎ⢒ᚑᨐࠍࡕ࠾࠲ߔࠆᵴേ߇
ᔅ㗇ߛ߇㧘ߩߣߎࠈᄙߊߩᄢቇߢߪᄖㇱ⹏ଔߦኻᔕߒߡ⾗ᢱࠍឥ߃ࠆߛߌߢ♖৻᧰ߢࠆࠇߎޕ
ࠍ߁ߚߦ㧘☨࿖ߢ IR (Institutional Research)ߣ߫ࠇߡࠆ⹏ଔᵴേࠍᢛߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ
IR ߩ㊀ⷐߥࡐࠗࡦ࠻ߩ৻ߟߪ㧘ቇౝߛߌߢߪߥߊቇᄖߩ࠺࠲߽ᵴ↪ߒߡ㧘⥄ᩞߩᢎ⢒ᵴേࠍᐢ
ⷞ㊁߆ࠄ⹏ଔߔࠆߎߣߢࠆߪߦߚߩߘޕ㧘ㅢߩ⹏ଔ㗄⋡ࠍᄙᢙߩᄢቇߩ⺞ᩏߦㆡ↪ߔࠆ⚵ߺ
߇ᔅⷐߢࠆޕ
ᧄᯏ᭴ߢߪ㧘
หᔒ␠ᄢቇࠍߪߓ 4 ᄢቇߢหߒߡߘߩࠃ߁ߥ⚵ߺࠍ㐿⊒ߒߡࠆޕ
ᢎ⢒ᡷ㕟ߣᢎຬ⎇ୃߩᦨ⚳⊛ߥ⋡⊛ߪ㧘ᄌൻߩᣧ␠ળߦኻᔕߢ߈ࠆᄢቇ㧘ᄢቇੱߩ㙃ᚑߦࠆޕ
ߎࠇ߆ࠄߪߔߴߡߩᄢቇᢎຬ߇ᢎ⢒⎇ⓥߛߌߢߪߥߊ㧘⛮⛯⊛ߦᄢቇᡷ㕟ࠍታᣉߢ߈ࠆࡑࡀࠫࡔ
ࡦ࠻⢻ജ߽ⷐ᳞ߐࠇࠆ߽߆ߒޕ㧘੍▚߿ੱຬ߇⁁એਅߦߥࠆਛߢߘࠇࠍታᣉߒߥߊߡߪߥࠄߥޕ
ఝ⑲ߥੱ᧚߇ᔅⷐߢࠆޕᚒ ߩޘFD ߅ࠃ߮ IR ᵴേࠍㅢߓߡ㧘ථߒߚ▤ℂ⢻ജࠍᜬߞߚੱ᧚߇
ヘߐࠇࠆߎߣࠍᦼᓙߒߚޕ

㧔⚦Ꮉ ᢅᐘ㧕
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4㧚⾗ᢱ✬
⋡   ᰴ
٤ ႎ๔㧦40 ࡍࠫએਅߦឝタ
̪ ࡦ࠲࠾ࡘࠬ/࠾ࡘࠬ࠲⸥㧦
72 ࡍࠫએਅߦౣឝ㧔ภࡍࠫᢙ㗅ߦ㈩㧕
1㧚ർᄢဳ FD ߩචᐕ

1

̪ᬺ⸳⸘ߣᢎ⢒୶ℂ㨪╙ 16 ࿁ർᄢᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㨪㧔㧕
㧔࠾ࡘࠬ 83,18-21㧕
̪TA ⎇ୃળ㐿ߐࠇࠆ㨪230 ฬ߇ୃੌ㨪㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 83,22-25㧕
̪ᬺ⸳⸘ߣᢎ⢒୶ℂ㨪╙ 17 ࿁ർᄢᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㨪㧔㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,24-27㧕
2㧚ᰴઍ FD ߩ⎇ⓥ㨪ᵴേᚑᨐዷᦸ㨪

6

٤ᰴઍဳᄢቇᢎ⢒⎇ୃࠪࠬ࠹ࡓ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 5
2㧚ᰴઍ FD ⎇ⓥળ

6

٤ᢎຬ⎇ୃ(FD)ߩᓟߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐ㧔⚦Ꮉ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 40
٤ᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᣂߒ⎇ୃߩᒻࠍ⋡ᜰߒߡ(ޠ2009.9.4~5)ࠣ࡞ࡊᬺߩ
ᚑᨐ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 42
̪ᐔᚑ 20 ᐕᐲޟᰴઍ FD ⎇ⓥળߩޠᵴേ㧔⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 77,4-5㧕
22㧚ᶏᄖ⎇ⓥ

8

٤ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ㧘☨࿖ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇߩⷞኤ㧔ἑฬᵄ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 45
٤POD/NCSPOD ᐕᰴᄢળෳടႎ๔㧔㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 47
٤U Mass Amherst ߩᢎ⢒㧔ዊ═ේ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 51
٤㚅᷼ᄢቇߢߩ࿖㓙ળ⼏ Enhancing Learning Experiences in Higher Education:
International Conference 2010㧔ጊ↰㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 52
̪ᷡ⪇ᄢቇߢᢎ⢒ᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆࡈࠜࡓ㐿ߐࠇࠆ㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 76,14-15㧕
̪╳ᵄᄢቇർᶏᄢቇ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿㧔⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 79,14-15㧕
̪࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍޠ⋧⻉ߩ࠻ࡦࡔࡊ࠶ࡠࡌࠖ࠺࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊޟ㐿㧔⮮㧕
㧧࿖㓙
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߦෳടߒߡ㧔ἑฬᵄ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 80,4-6㧕
̪ർᄢ࠰࠙࡞ᄢวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᄢቇߢߩቇ⠌ߩ⾰ࠍ߆ߦߒߡ㜞ࠆ߆ޠ
ޟ࿖㓙ൻߩขࠅ
⚵ߺޠ
㧔⚦Ꮉ㧘ጊ↰㧘ᢧ⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 81,14-15㧕
̪UC ࡃࠢߢߩ GSI ᐲ㧔㧘ᢧ⮮㧘┻ጊ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 82,14-16㧕
̪ࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇߦ߅ߌࠆቇ⠌ᢎ⢒ᡰេ㧔ᩊ↰㧘ጟლ㧘ᣣศ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 82,16-18㧕
̪ࠪࡦࠟࡐ࡞࿖┙ᄢቇ⸰⸥㧔ጊ↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ 82,18-20㧕
̪ࠞࡈࠜ࡞࠾ࠕᄢቇࡃࠢᩞߢߩ GSI ⎇ୃෳടႎ๔㧔ችᧄ㧘೨↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,14-15㧕
̪⎇ⓥᄢቇߦ߅ߌࠆࠞࠠࡘࡓᡷ㕟ߪߤߎ߳ะ߆߁ߴ߈߆㨪㜞╬ᢎ⢒․⻠Ṷળ
㧔․છಎᢎ
Lee Hye-Jung ᳁㧕
㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,15㧕
̪࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇࠗࡦ࠺ࠖࠕ࠽ᄢቇߩ Educational Development (ED)㧔ጊ↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ
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85,27-29㧕
̪ർᄢ࠰࠙࡞ᄢวหࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟᣂઍߩቇ⠌ࠨࡐ࠻ޠ
㧔ᢧ⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,29-30㧕
23㧚࿖ౝ⎇ⓥ

9

٤2008 ᐕᐲᒄ೨ᄢቇ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᣣᧄ⺆ߦࠃࠆ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩᚑޠ
ෳടႎ๔㧔ጊ↰㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 53
٤ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ㧘ᵹㅢ⑼ቇᄢቇߩ GP ข⚵ߩ⺞ᩏႎ๔ ᢧ⮮㧘ᣣศ㧘┻ጊ㧘ጟლ㧘ᩊ↰ 㨯㨯㨯㨯 54
̪↢ᶦቇ⠌ࡈࠜࡓޟᄢቇᡷ㕟ߦ߅ߌࠆ FD ߩᗧ⟵ߣߎࠇ߆ࠄߩ⺖㗴ޠ
㧔ᗲᇫᄢቇಎᢎ⮮
ᶈ┨᳁㧕㐿㧔㊁㧕
㧔࠾ࡘࠬ 77,5㧕
̪↢ᶦቇ⠌ࡈࠜࡓޟFD㧔ࡈࠔࠞ࡞࠹ࠖ࠺ࡌࡠ࠶ࡊࡔࡦ࠻㧕ߩലᨐ᷹ቯޠ
㧔ᗲᇫᄢቇಎᢎ
⮮ᶈ┨᳁㧕ࠍ㐿㧔ਃ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 78,14-15㧕
̪Ꮊᄢቇࠍ⸰ߒߡ㧔ᣣศ㧘ጟლ㧘ᢧ⮮㧘┻ጊ㧕㧔࠾ࡘࠬ 82,20-21㧕
24㧚TA ⎇ୃߩల

9

٤Workshop 2010. Preparing Future Faculty: An Introduction to Teaching and Writing for
Graduate Students. By lecturers from the University of California, Berkeley㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 59
̪ࡦ࠲3 ⎇ⓥㇱ⎇ⓥળ㐿ߐࠇࠆ㧔ోቇᢎ⢒ኾ㐷ᢎ⢒ᜂᒰ TA ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩ
ಽᨆ㧕
㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 78,12-13㧕
̪UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ⻠ᐳ㧔੍๔㧕
㧔⮮㧕㧔࠾ࡘࠬ
81,11㧕
̪UC ࡃࠢߩ⻠Ꮷߦࠃࠆᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(Preparing Future Faculty)⻠ᐳ
㧔ἑฬᵄ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 83,4-5㧕
̪╙ 2 ࿁ޟᄢቇ㒮↢ߩߚߩᄢቇᢎຬ㙃ᚑ(PFF)⻠ᐳ㧦࠹ࠖ࠴ࡦࠣߣࠗ࠹ࠖࡦࠣߩၮ␆ࠍޠ
㐿㧔ἑฬᵄ㧘⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,12-13㧕
̪㒮↢⻠Ꮷ㧔࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠚࡠ㧕ᐲߩዉߦะߌߡ㨪TA ᐲߩలߦࠃࠆᄢቇᢎ⢒ߩታ
⾰ൻ㨪㧔ዊ㊁ኹ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,6-8㧕
̪UC ࡃࠢᩞߩ GSI ࠦࡦࠨ࡞࠲ࡦ࠻ߩ⻠Ṷ㧔㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,8㧕
25㧚ਛၷᢎຬะߌᢎ⢒ᡷༀࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ FD

14

̪ਛၷᢎຬߩߚߩ FD ࠍ⹜ⴕ㨪╙ 2 ࿁ർᶏᄢቇᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㨪㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,22-24㧕
26㧚ᢎ⢒୶ℂ✁㗔

15

̪ർᶏᄢቇᢎ⢒୶ℂ✁㗔߅ࠃ߮⑼ቇ⠪ߩⴕേⷙ▸ߩቯ㧔⮮㧕㧔࠾ࡘࠬ 80,17㧕
27㧚ࠪࡃࠬߩᡷༀ

16

̪ޠ࡞ࠢࡦࠦࠬࡃࠪޟផ⮈⑼⋡ࠍ㧔⮮㧕㧔࠾ࡘࠬ 81,20㧕
̪╙ 2 ࿁ޠ࡞ࠢࡦࠦࠬࡃࠪޟផ⮈⑼⋡ࠍ㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,12-13㧕
28㧚ᬺᡷༀ

17

٤Microteaching Workshop. Facilitated by Jody D. Nyquist, University of Washington㨯㨯㨯 62
29㧚IT ᵴ↪ᡰេ

19

̪᧪ᐕᐲ㧘ᬺᡷༀߩಾࠅᧅߒ⾉ޠࠞ࠶ࠢޟߒ㐿ᆎ㧔ጊ↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ 77,14㧕
̪ELMS ࠍᬺᡰេ߿ࠢࠬߩㅪ⛊ߥߤߦᵴ↪㧔ጟㇱ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 78,9㧕
̪e-࠾ࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓޟർᶏᄢቇ moodleޠ
㧔ጊ↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ 78,14㧕
̪ࠢ࠶ࠞࠍࠕࡦࠤ࠻ߦᵴ↪㧔ጊ↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ 79,16-17㧕
̪ICTᵴ↪ᢎ⢒ࡒ࠽
㧔੍๔㧕
㨪e-࠾ࡦࠣㆇ↪ߣICTᵴ↪ߩലᨐ㨪 ጊ↰㧔࠾ࡘࠬ81,10㧕
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̪ࠢ࠶ࠞߩ 1 ࡙ࠩߣߒߡߩᗵᗐ㧔⼾↰㧕
㧔࠾ࡘࠬ 82,23-24㧕
210㧚ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ

21

٤2010 ᐕᐲർᶏᄢቇ SD ⎇ୃᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ޟᄢቇ⡯ຬߩᗧ⼂ᡷ㕟ߣࠠࡖࠕᒻᚑޠ
ߦߟߡ㧔ᧁ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 57
٤ޟർᶏᄢቇ╬ FDSD ࡀ࠶࠻ࡢࠢޠ᭴ᗐ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 65
٤ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળࡎࡓࡍࠫࠕࠢࠬᢙ㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 65
̪SD ⎇ⓥળޟᄢቇ⡯ຬߩ⢻ജ㐿⊒ߪ߆ߦࠆߴ߈߆㧫㨪ੱߣ⚵❱߇ߦᚑ㐳ߔࠆߚߦ㨪ޠ
ࠍ㐿㧔ᧁ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 78,15㧕
̪ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ⸳┙✚ળ㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 81,4㧕
̪ർᶏᄢቇ SD ⎇ୃޟᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ࠍޠ㐿㧔ᧁ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 81,21㧕
̪↢ᶦቇ⠌⸘↹ࡈࠜࡓޟᄢቇ⡯ຬߩ⢻ജ㐿⊒ߦ߅ߌࠆ⺖㐳⡯ߩᓎഀޠ㐿ߐࠇࠆ㧔ਃ㧕
㧔࠾
ࡘࠬ 84,16㧕
̪ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળ✚ળ㐿ߐࠇࠆ㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,3-5㧕
211㧚IR ᵴേ

22

̪․છ⎇ⓥຬ㧔ᣥᄖ࿖ੱ⎇ⓥຬ㧕ߦࠝࡔ࠶࠻᳁㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 80,16㧕
̪ᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ៤ᡰេࡊࡠࠣࡓߦណᛯ
⋧ޝ⹏ଔߦၮߠߊቇ჻⺖⒟ᢎ⢒⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩഃ
㧔⮮㧕㧔࠾ࡘࠬ 80,18㧕
㨪࿖⑳┙ 4 ᄢቇ IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢ㨪ޞ
2㧚2006 ᐕᐲᣂࠞࠠࡘࡓߣනߩታ⾰ൻߩᬌ⸽
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Ԙᣂ↢ߩᐔဋጁୃනᢙߩᄌൻ㧔2005-1ψ2007-2 ቇᦼ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 66
ԙోቇᢎ⢒⑼⋡ߩࠢࠬᢙጁୃ⠪ᢙ, 1 ࠢࠬߩጁୃ⠪ᢙߩᄌൻ(2005-1  -2 ቇᦼ)㨯㨯㨯 66
Ԛ㒝ዻ࿑ᦠ㙚㧔ᧄ㙚ർ࿑ᦠ㙚㧕↪ᢙߩᄌൻ㧔2004ψ2009㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 67
ԛ1 ᐕᰴߩቇᦼ GPA ᐔဋߩᄌൻ㧔2005-1ψ2010-1 ቇᦼ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 67
Ԝోቇᢎ⢒⑼⋡ߩᚑ❣ಽᏓߩᄌൻ㧔2004-1ψ2010-1 ቇᦼ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 67
ԝർᄢ↢ߩ⥄ޟ⠌ᤨ㑆ߩޠᄌൻ㧔2006-1ψ2009-1 ቇᦼ㧘ᬺࠕࡦࠤ࠻ࠃࠅ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 68
Ԟᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻✚วὐߩᄌൻ㧔1999ψ2009-1 ቇᦼ㧕㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 69
2㧚IR ࡀ࠶࠻ࡢࠢቇ↢⺞ᩏ࠺࠲ߩᲧセಽᨆ
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٤ቇએ᧪,ᰴߩᵴേߦ㧝ㅳ㑆ߦߤߩߊࠄߩᤨ㑆ࠍ⾌߿ߒߚ߆㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 69
٤ቇᤨߣᲧߴߡ㧘ߥߚߩ⢻ജ߿⍮⼂ߪߤߩࠃ߁ߦᄌൻߒߚ߆㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 70
٤ᄢቇߩᬺ߿ᬺએᄖߩቇ⠌ߢ㧘ᰴߩࠃ߁ߥߎߣࠍߤߩߊࠄߒߚ߆㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 70
٤ᄢቇߩᬺߢ㧘ᰴߩࠃ߁ߥߎߣࠍ⚻㛎ߔࠆᯏળߪߤࠇߊࠄߞߚ߆㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 70
2㧚ቇ⠌ᡰេ

26

̪ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ផㅴቶ߇⊒⿷㧔Ꮉ┵㧘ጟლ㧘ᢧ⮮㧘ᣣศ㧘ᩊ↰㧘┻ጊ㧕㧔࠾ࡘࠬ
81,8-9㧕
̪ቇ↢ห჻ߩࡇࠕࠨࡐ࠻㧔ጟᧄ㧕
㧘ቇ⠌ࠨࡐ࠻ߩ߅⍮ࠄߖ㧔ጟლ㧕㧔࠾ࡘࠬ 82,4-6㧕
̪ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ផㅴቶߩᣂᚢജ㧔೨↰㧘ችᧄ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 83,11㧕
̪ᐔᚑ 22 ᐕᐲ╙ 1 ቇᦼቇ⠌ࠨࡐ࠻ߩ↪⁁ᴫ㧔ᢧ⮮㧘ᣣศ㧕㧔࠾ࡘࠬ 84,21-22㧕
2㧚OCW ᵴ↪
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̪ർᶏᄢቇࠝࡊࡦࠦࠬ࠙ࠚࠕ㧔วᎹ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 82,22-23㧕
̪ർᶏᄢቇࠝࡊࡦࠦࠬ࠙ࠚࠕߩᣂⷙ㐿⑼⋡㧔วᎹ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 83,12㧕
̪ർᶏᄢቇࠝࡊࡦࠦࠬ࠙ࠚࠕߩᣂⷙ㐿⑼⋡㧔2010 ᐕ 6~8 㧕
㧔วᎹ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,22㧕
2㧚࿖㓙ൻᡰេ FD

28
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̪⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㧔⠀ౝ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 80,7-8㧕
̪ࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊෳടࡐ࠻㧔⬿↰㧘᧻㧘⋿ፉ㧘ਛ㧕
㧔࠾ࡘࠬ
80,8-9㧕
̪ޟ㕟ޠㅴⴕਛߩࠝࡦ࠳߆ࠄ㨪ࠗ࠺ࡦᄢቇ FD ࡊࡠࠣࡓߦෳടߒߡ㨪㧔ਃ㧕
㧔࠾ࡘ
ࠬ 80,10㧕
̪࿖㓙ൻടㅦߦะߌߚ FD㨪⋡ᜰߖ㧍ࡃࠗࡦࠟ࡞ᄢቇ㨪㧔⠀ౝ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 81,5-7㧕
̪ᢥቇ⎇ⓥ⑼ะߌ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆ FD ࡊࡠࠣࡓୃੌᑼ㧔⠀ౝ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 83,6-8㧕
̪࿖㓙ൻടㅦߦะߌߚᱤቇ⎇ⓥ⑼ߩขࠅ⚵ߺ㧔⠀ౝ㧘㚍㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,10-11㧕
2 㧚ㅪ៤ᡰេ㧔࿖㓙࿖ౝၞቇౝቇදળ㧕
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̪╙ 58 ࿁᧲ർർᶏᄢቇ৻⥸ᢎ⢒⎇ⓥળࠍ㐿㧔⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 76,7㧕
̪2008 ᐕᐲ╙ 2 ࿁ࠢࠬᜂછળ⼏㧔ቇ↢ᡰេ FD㧕ࠍ㐿㧔⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 77,13㧕
̪╳ᵄᄢቇߣᢎ⢒ᡷༀߦ㑐ߔࠆදቯࠍ✦⚿㧔⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 79,13㧕
̪ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߣᄢቇ㑆ᵹදቯࠍ✦⚿㧔⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 80,3㧕
̪ᢎ⢒ᡷༀࠍ⋡ᜰߔ FDSD ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽㨪IDE ᄢቇࡒ࠽㐿ߐࠇࠆ㨪㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾
ࡘࠬ 80,19㧕
̪᧲ർർᶏᄢቇ৻⥸ᢎ⢒⎇ⓥળ㧔ᢧ⮮㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,5㧕
̪ᣂᤨઍߩቇୃࠨࡐ࠻ࠍតࠆ㨪IDE ᄢቇࡒ࠽㐿ߐࠇࠆ㨪㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,11-12㧕
̪ࠨࠬ࠹࠽ࡆ࠹ࠖ࠙ࠖࠢ 2010㨪ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߣᵹ㨪㧔ἑฬᵄ㧕
㧔࠾ࡘࠬ
85,9㧕
̪╙ 2 ࿁ࠢࠬᜂછㅪ⛊ળ㧔ㄭਭ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 85,21㧕
27㧚⚵❱ᢛ

32

٤㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴ ⚵❱࿑㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 71
̪㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴ߣߒߡᣂߚߥ⊒㧔⚦Ꮉ㧕
㧔࠾ࡘࠬ 84,4㧕
ޣෳ⠨ᢥ₂ޤ
㧔㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞㧘ߘߩઁߩ ‛ߦឝタ㧕
غFD ․㓸㧔㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞ 16 (2008.12),101-168㧕
ർᶏᄢቇߩฦㇱዪߦ߅ߌࠆ FD ᵴേߩታᣉ⁁ᴫ֣ᐔᚑ 20 ᐕ 1 ⺞ᩏߩ⚿ᨐ֣㧔⮮㧘㧘⚦
Ꮉ㧘ጊ↰㧕
㧘කቇㇱቇ↢ᢎ⢒ FD ႎ๔㧔೨ᴛᰴ㧘ቇ㧘Ꮉ⇌⑲િ㧕
㧘ᐔᚑ 19 ᐕᐲ(╙ 3 ࿁)කቇㇱ
ஜቇ⑼ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊႎ๔֣AO ⹜ᐲߣ✬ቇᐲߦߟߡ⠨߃ࠆ֣㧔ᱞ↰⋥᮸㧘㣐
ዏᏆ㧘ᮮỈብ৻㧘⍹ᵤᵗ㧘↰㆐ᄦ㧘ዊᨋᷡ৻㧦ർᶏᄢቇකቇㇱஜቇ⑼ FD ታᣉࡢࠠࡦࠣ
ࠣ࡞ࡊ㧕
㧘ർᶏᄢቇᄢቇ㒮᳓↥⑼ቇ㒮᳓↥ቇㇱߦ߅ߌࠆ FDTA ᵴേ㧔ᩙේ⑲ᐘ㧘ጊፒᶈม㧘
᳓↰ᶈਯ㧘ᧁᥰᄦ㧘ᐔ⍹ᥓᓼ㧘ᔒ⾐⋥ା㧘ᧄశ৻㧘የፉቁ↵㧕
㧘Ꮏቇㇱߦ߅ߌࠆ 2007 ᐕᐲ FD
㧔⮮⟵㧘㚂⮮⊓ᔒᄦ㧘㜞ᯅᐾᄦ㧘⍹ቁ㧦Ꮏቇㇱ FD2007WG㧕
㧘ർᶏᄢቇᄢቇ㒮ᱤቇ⎇ⓥ
⑼ᱤቇㇱߦ߅ߌࠆ FD ᵴേ㧔⧯ቁ㧘ടᚒᱜⴕ㧘㘵Ⴆᱜ㧘ጊᧄᕡਯ㧘⮮ཅᤩ㧘ᩮጯᷕ㧘ർᎹ
ༀ㧘㋈ᧁ㇌㧘↰ቇ㧘ศ↰㊀శ㧦ർᶏᄢቇᄢቇ㒮ᱤቇ⎇ⓥ⑼ FD ᆔຬળ㧕
㧘ᐔᚑ 19 ᐕᐲᄢቇ
ᢎ⢒ߩ࿖㓙ൻផㅴࡊࡠࠣࡓ㧔ᶏᄖవㅴᢎ⢒ታ〣ᡰេ㧕
ޟ࿖㓙ᮡḰࠍᝪ߃ߚ↥ᬺേ‛⥃ᐥᢎ⢒ߩዷ
㐿ߩޠታᣉߦࠃࠆᢎຬߩᶏᄖᵷ㆜㧔 ᩿ᚑੑ㧕
غർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ TA ࠍ⹏ଔߒߚࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩಽᨆ㧧ർᶏᄢቇኾ㐷ᢎ⢒ᜂᒰ TA ߦ㑐ߔࠆ
ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩಽᨆ㧔ጊ↰㧘⚦Ꮉ㧘㧘⮮㧕
㧔㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞ 17 (2010.1),37-62㧕
․غ㓸㧦ർᶏᄢቇߩޟ࿖㓙ൻࠍޠ᳞ߡ㧔㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞ 18 (2011.1),1-101㧕
ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆ࿖㓙ᵴേ⹏ଔᬺߩႎ๔֣࿖㓙⚵❱ IAU ߣߩදታᣉߦࠃߞߡᓧࠄࠇߚᄢ߈
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ߥᨐታ֣㧔ᱞℂ㔐㧕
㧘Writing Lab ⹜ⴕㆇ༡֣ข⚵ᚑᨐዷᦸ֣㧔ἑฬᵄ㧕
㧘Developing Faculty
Development Programmes for Teaching in English—English as a tool to enhance the
international presence of Hokkaido University and educate students to meet the global
standard— (Kikuko Sabanai)㧘ችỈ⾫ᴦࠍ⧷⺆ߢ㧍FD ⧰㑵⸥֣ฬฎደᄢቇࡒ࠽ෳടႎ๔֣
㧔ਛ㧕
㧘ᢥቇ⎇ⓥ⑼⧷⺆ FD ߩታ〣ߣ⺖㗴㧔ᰞ⟵⑲㧕
㧘TA Training and PFF Program at
Hokkaido University (Toshiyuki Hosokawa), HU Vision/Strategy of Internationalization for
Students’ Career Development with a Personal View (Shunji Kanie), Learning and Teaching
Veterinary Medicine in HU, and in European, Asian and African Countries (Yoshiharu
Hashimoto), A Roadmap to the United Nations֣Special Reference to World Health
Organization֣ (Hiko Tamashiro and Romeo B. Lee), English and Diversity (Werawan
Manakul), Career Development Program for Hokkaido University Graduate Students
(Makoto Demura)㧘⧷⺆ߦࠃࠆోቇᢎ⢒⑼⋡ߩలታߦะߌߡߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏߩႎ๔㧔┻ਛߩߙߺ㧕
㧘
ർᶏᄢቇߦ߅ߌࠆߢ⺆⧷ޟᬺޠౣ⠨֣ޟ࿖㓙ൻߩߣޠ㑐ଥ߆ࠄ֣㧔ᅏ⡡㧕
㧘ᄢቇᢎ⢒ߩޟ࿖↥ൻޠ
ߣޟ࿖㓙ൻ֣ޠᣣᧄ㧘࠲ࠗ࿖㧘บḧ֣㧔ቝ↰Ꮉᜏ㓶㧕
غർᶏᄢቇᢎ⢒୶ℂ✁㗔߅ࠃ߮⑼ቇ⠪ߩⴕേⷙ▸ߦߟߡ㧔⮮㧘ᣂ↰ቁᒾ㧘ੱ㧘ᄢ⇌㧘᭑
ᚭᱞ឴㧘ਃᶆᷡ৻㧘㧘⚦Ꮉ㧘ዊ═ේ㧕
㧔㜞╬ᢎ⢒ࠫࡖ࠽࡞ 18 (2011),155-164㧕
⋡غᜰߖ㧍ࡃࠗࡦࠟ࡞ᄢቇࠪ࠭ Vol.1㧦ࠗ࠺ࡦᄢቇ FD ࡊࡠࠣࡓႎ๔ᦠ㧧Vol.2㧦࿖㓙ൻ
ടㅦߦะߌߚ FD㨪⋡ᜰߖ㧍ࡃࠗࡦࠟ࡞ᄢቇ㨪ႎ๔ᦠ㧧Vol.3㧦ᢥቇ⎇ⓥ⑼ะߌ⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ
㑐ߔࠆ FD ႎ๔ᦠ㧘ർᶏᄢቇ ቇⴚ࿖㓙ㇱ࿖㓙ડ↹⺖ ࿖㓙ᢎ⢒ㅪ៤ᡰេ࠴ࡓ㧔࿖㓙ൻടㅦࡊࡠ
ࠣࡓޟ࿖㓙ᢎ⢒ㅪ៤ࠍടㅦߐߖࠆ✚วᡰេᯏ⢻᭴▽ޠ
㧕
㧘2010.3
Toward a Bilingual University Series. Vol. 1: Leiden University FD Programme Report. Vol. 2:
FD to Accelerate Internationalisation֣Toward a Bilingual University֣Report. Vol. 3:
Graduate School of Letters FD Programme for Teaching in English Report. International
Affairs Division, Research and International Affairs Department, Hokkaido University, 2010.3
غᐔᚑ 18 ᐕᐲᣂᢎ⢒⺖⒟ߩታᣉ⁁ᴫਛ㑆⹏ଔႎ๔ᦠ㧔2006~2009 ᐕᐲ㧕
㧔ᐔᚑ 18~21 ᐕᐲ㧕
㧘ർᶏ
ᄢቇ 㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲㧘2010.3.25
৻ޟغᐕ↢⺞ᩏ 2009 ᐕ⺞ޠᩏႎ๔ᦠ㧘ᐔᚑ 21 ᐕᐲᢥㇱ⑼ቇ⋭ᄢቇᢎ⢒లታߩߚߩᚢ⇛⊛ᄢቇㅪ
៤ᡰេࡊࡠࠣࡓ⋧ޟ⹏ଔߦၮߠߊቇ჻⺖⒟ᢎ⢒⾰⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩഃ֣࿖⑳┙ 4 ᄢቇ IR ࡀ
࠶࠻ࡢࠢޠ㧘หᔒ␠ᄢቇ㧘2010.3.31
غᐔᚑ 19~20 ᐕᐲోቇᢎ⢒ᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆ╙ 3~6 ࿁ቇ↢ࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ㧔2007 ᐕᐲ 9,2 ,2008 ᐕᐲ
9,2 ታᣉ㧕ႎ๔ᦠ㧘ർᶏᄢቇ 㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲㧘2010.3
غInternational Symposium on Professional Development in Higher Education (Proceedings).
Program B: Aspects of Professional Development, Hokkaido University, July 30-31, 2009.
Hokkaido University & University of Tsukuba, 2010
৻ޟغᐕ↢⺞ᩏ 2009 ᐕޠർᶏᄢቇࠍਛᔃߣߒߚᲧセಽᨆႎ๔ᦠ㧘ർᶏᄢቇ 㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴㧘
2011.2.15
㧔ႎ๔ᦠ㧕
㧘
ർᶏᄢቇ 㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲㧘
ߦࡓࡘࠠࠞࠕࠦغ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ
2006.3
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2ņ㧚ᰴઍ FD ⎇ⓥળ

ᢎຬ⎇ୃ(FD)ߩᓟߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻⚿ᨐ
⚦Ꮉ ᢅᐘ

㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲ߢߪ㧘1995 ᐕ߆ࠄᣂછᢎຬ⎇ୃળ㧘1998 ᐕ߆ࠄోቇᢎ⢒ TA ⎇ୃ
ળߣోቇ FD㧔ᢎ⢒ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧕ࠍታᣉߒߡ߈ߚ߽ࠇߕޕ࿖ౝߢߪྊ⍫ߢࠅ㧘ቇౝᄖ߆ࠄ㜞
⹏ଔࠍฃߌߡࠆޕ
ߒ߆ߒ㧘࿖ౝᄖߩᢎ⢒ᡷ㕟ߪᣣㅴᱠߢㅴࠎߢ߅ࠅ㧘ᄢቇ㒮ᄢቇ⸳⟎ၮḰߩᡷቯߦࠃࠅ FD ߇⟵
ോൻߐࠇ㧘ฦ⎇ⓥ⑼╬ߢ FD ߇ታᣉߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ߈ߚߚ߹ޕ㧘⻉ᄖ࿖ߢߪ㧘⊒ዷㅜ࿖߽㧘
ᣂછᢎຬ⎇ୃߦߪ 1~3 ㅳ㑆߇⾌߿ߐࠇߡࠆߡߞ߇ߚߒޕ㧘ᣣᧄ߽ᰴઍߩലᨐ⊛ߥᢎຬ⎇ୃࠍᬌ⸛
ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥᤨᦼߦ߈ߡࠆޕ
ᰴઍ FD ߢߪ㧘ߎࠇ߹ߢߩࠃ߁ߦᢎ⢒ߩၮᧄࠍવ߃ࠆߛߌߢߥߊ㧘⒳ߩ⎇ୃࠍታᣉߔࠆᔅⷐ߇
ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߇ୃ⎇ߥ߁ࠃߩߤޕᔅⷐ߆ߪ㧘ㇱዪߦࠃߞߡ⇣ߥࠆ߆߽ߒࠇߥߢߎߘޕ㧘ฦㇱዪ
ߦ◲නߥࠕࡦࠤ࠻ࠍଐ㗬ߒߚޕએਅߦߘߩ࿁╵ߩ㓸⸘ࠍ߹ߣࠆޕ
⺞ᩏᣇᴺ㧦⾰↪⚕㧔⋭⇛㧕ߪ㧘ฦㇱዪ⎇ⓥᚲ╬ߦ 2009 ᐕ 7 ߦㅍઃߒߚ✦ޕಾࠅ߹ߢߦ㧘
એਅߩ 20 ㇱዪ⎇ⓥᚲ╬߆ࠄ࿁╵߇ዯߚޕ
Ꮏቇ⎇ⓥ⑼

ᖱႎ⑼ቇ⎇ⓥ⑼

ℂቇ⎇ⓥ㒮

వ┵↢⑼ቇ⎇ⓥ㒮

ⅣႺ⑼ቇ⎇ⓥ㒮

᳓↥⑼ቇ㒮

ૐ᷷⑼ቇ⎇ⓥᚲ

⸅ᇦൻቇ⎇ⓥࡦ࠲

ഃ↢⎇ⓥᯏ᭴

කቇ⎇ⓥ⑼

ஜ⑼ቇ⎇ⓥ㒮

ᱤቇ⎇ⓥ⑼

∛㒮

⮎ቇ⎇ⓥ㒮

ᢥቇ⎇ⓥ⑼

⚻ᷣቇ⎇ⓥ⑼

ᴺቇ⎇ⓥ⑼

ᴺ⑼ᄢቇ㒮

ࠬࡉ⎇ⓥࡦ࠲

╷ቇㅪ៤ᢎ⢒ㇱ

⺞ᩏ⚿ᨐ㧦⎇ୃౝኈ㧔࿑ 1㧕
㧘⎇ୃᣇᴺ㧔࿑ 2㧕
㧘⎇ୃᦼ㑆㧔࿑ 3㧕ߦߟߡ㓸⸘⚿ᨐࠍ␜ߔޕ
⎇ୃౝኈߪ㧘ᣂછ⎇ୃ(13)ߣᣂߒᢎ⢒ᛛⴚ(15)ߦኻߔࠆᦼᓙ߇㜞৻ޕᣇߢ㧘ၮᧄ⊛ߥ㗄ߢ
ࠆᢎຬߩⴕേⷙ▸(10)㧘ᚑ❣⹏ଔߩᚻᴺ(10)㧘ᢎ⢒ᚻᴺߩၮᧄ(9)㧘ࠪࡃࠬߩᦠ߈ᣇ(8)㧘ᢎ⢒ߩၮᧄ
⊛ߥ᭴ㅧߣℂᔨ(8)߽ᦼᓙߐࠇߡࠆޕ
⎇ୃᣇᴺߢߪ㧘⻠ṶߣṶ⠌㧔ࠣ࡞ࡊ⸛⺰㧕(16)߇㘧߮ᛮߌߡᄙ߆ߞߚ৻ޕᣇ㧘⻠Ṷߩߺ(5)㧘ࡎ
ࡓࡍࠫߥߤߩᵴ↪(7)㧘ᬺෳⷰ(5)߽ᦼᓙߐࠇߡࠆ߽ࠅࠃࠇߘޕዋᢙߢࠆ߇㧘ቇ↢ߣหߩṶ⠌
(4)߿ᢎ⢒⋧⺣(3)ߦ߽ᦼᓙߒߡࠆ࿁╵߇ᢔߐࠇߚޕ
⎇ୃᦼ㑆ߢߪ㧘2~3 ᣣ(13)߇ᦨ߽ᄙ߆ߞߚߪߢઁߩߘޕ㧘1 ㅳ㑆(4)߆ࠄ 1 ᤨ㑆(1)߹ߢಽᢔߒߡࠆޕ
⻉ᄖ࿖ߢࠄࠇࠆ 2 ㅳ㑆એߩ⎇ୃߦߪߤߩㇱዪ߽⾥ᚑߒߡߥޕ5 ߟߩㇱዪ߇ⶄᢙ࿁╵ߒߡࠆ
ߎߣࠍ⠨߃ࠆߣ㧘ౝኈߦวࠊߖߡⶄᢙ࿁ߩ FD ߇ᦼᓙߐࠇߡࠆߎߣ߇ផ᷹ߐࠇࠆޕ
⎇ୃౝኈߩㆬᛯ㗄⋡ߪ㧘ߤࠇ߽߇ᄢቇᢎຬߦߣߞߡߪᔅ㗇ߥ߽ߩߢࠆߩߘޕඨᢙએ߇࠴ࠚ࠶ࠢ
ߐࠇߡߥߎߣ߆ࠄ㧘
ߎࠇࠄߩᢎ⢒ߪਇⷐߢࠆ߆㧘
ࠆߪฦㇱዪ߇⁛⥄ߩ FD ߢታᣉߒߡ߅ࠅ㧘
ᧄࡦ࠲ߦߪᦼᓙߐࠇߡߥߣផ᷹ߢ߈ࠆޕ
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⎇ୃౝኈ
2

ߘߩઁ

13

ᣂછᢎຬ⎇ୃ

15

ᣂߒᢎ⢒ᛛⴚ
9

ᢎ⢒ᚻᴺߩၮᧄ

10

ᚑ❣⹏ଔߩᚻᴺ
ࠪࡃࠬߩᦠ߈ᣇ

8

ᢎ⢒ߩၮᧄ⊛ߥ᭴̖

8
10

ᢎຬߩⴕേⷙ▸
0

5

10

15

20

࿑ 1㧚⎇ୃౝኈ
⎇ୃᣇᴺ
1

ߘߩઁ

4

ᢎຬߣቇ↢㧔TAߥߤ㧕ߩหߩṶ⠌

7

HPߥߤߩᵴ↪

5

ᬺෳⷰ㧔㐿ᬺ㧕

3

․ቯߩᢎຬߦኻߔࠆᢎ⢒⋧⺣

16

⻠ṶߣṶ⠌㧔ࠣ࡞ࡊ⸛⺰㧕

5

⻠Ṷߩߺ

0

5

10

15

20

࿑ 2㧚⎇ୃᣇᴺ
⎇ୃᦼ㑆
1

ߘߩઁ

0

2ㅳ㑆એ

4

1ㅳ㑆㧔ޯ㊄ߩ5ᣣ㑆㧕

13

2ޯ3ᣣ

3

1ᣣ

5

3ᤨ㑆㧔ඨᣣ㧕

1

1ᤨ㑆

0

5

࿑ 3㧚⎇ୃᦼ㑆
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⎇ୃౝኈ߿ᦼ㑆ߦߟߡߪ㧘ࡦ࠲ߢታᣉߒߡࠆ⎇ୃ㧔⻠ṶߣṶ⠌ࠍ⚵ߺวࠊߖߡ 2 ᣣ㑆㧕
ߩᓇ㗀߇ᄢ߈ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
⥄↱⸥ㅀߩࠦࡔࡦ࠻ߪ㧘ㆊߩ FD ߩᓟࠕࡦࠤ࠻ߣ㊀ⶄߔࠆߎߣ߽ᄙޕ
߹ߕ㧘⎇ୃෳട⠪ߩᕈ⾰ࠍߘࠈ߃ߡ㧘ߘߩࠣ࡞ࡊߦㆡߒߚ⎇ୃౝኈࠍડ↹ߔࠆߎߣޕᢎຬߪ㧘⡯
ฬߢߪഥᢎ㧘⻠Ꮷ㧘ಎᢎ㧘ᢎߣಽ㘃ߐࠇࠆ߶߆㧘ᄢቇᄖ㧔߃߫ડᬺ㧕߆ࠄߩォ⡯߆ㅴ߆㧘TA
ߩ⚻㛎ߩήߥߤߩ߇ࠆߩࠄࠇߎޕಽ㘃ߦᴪߞߡ⎇ୃࠍડ↹ߒߡ߶ߒߣ߁ߎߣߢࠆޕ
ߐࠄߦ㧘✕ᕆߩኻᔕ߇ㄼࠄࠇߡࠆ⇐ቇ↢Ⴧട⸘↹ߩߚߦ㧘⧷⺆ߦࠃࠆᬺߩᡰេ߽ᦼᓙߐ
ࠇߡࠆߦ․ޕቇㇱᢎ⢒ࠍ⧷⺆ൻߔࠆ࿎㔍ߐߪߤߎ߽หߓߢࠅ㧘゠ߦਸ਼ࠆ߹ߢߪᄢቇߦࠃࠆⓍᭂ
⊛ߥេഥ߇᳞ࠄࠇߡࠆޕ
ᰴߩઍߢⷐ᳞ߐࠇࠆ⎇ୃߦ㧘ࠞࠠࡘࡓߩᕡᏱ⊛ߥ⋥ߒ߇ߍࠄࠇࠆߢ࠻ࠤࡦࠕᧄޕߍ
ߚࠃ߁ߥ⎇ୃౝኈߪᰴ╙ߦቇౝߦ᥉ߒ㧘ᣂߚߦቇ⠌ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߩߪᣂછᢎຬߛߌߦߥࠆߣᕁࠊ
ࠇࠆޕᄖߪᤨઍߩⷐ⺧߿ IT ᛛⴚߩㅴൻߦ߁ޟᣂߒᢎ⢒ᛛⴚࠍࡓࡘࠠࠞޕࠆߢߺߩޠᏱ
ᤨ⋥ߔᆔຬળߩ⸳⟎߇ᰴઍߩ FD ߩⷐߩ৻ߟߦߥࠆߛࠈ߁(ޕ2009.9.4)
٤ᰴઍ FD ⎇ⓥળࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᣂߒ⎇ୃߩᒻࠍ⋡ᜰߒߡ(ޠ2009.9.4~5)ࠣ࡞ࡊᬺߩᚑᨐ
A ࠣ࡞ࡊ㧔࠴ࡓࡒࡒ࠭ࠢ㧕
ࠣ࡞ࡊᬺ 1㧦ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⡯ോ✁㗔㧔ⴕേⷙ▸㧕᩺
1 ቇ↢ߩ㐳ᚲߩ⊒ជߦദࠆޕ
2 ⻠⟵ᤨ㑆ࠍ㗅ߔࠆޕ
3 ቇ↢ߣߩ⊛ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍ㊀ⷞߔࠆޕ
4 ౕ⊛ߢ⚦ߥࠪࡃࠬࠍᚑߔࠆޕ
5 ࠪࡃࠬߦၮߠߡᬺⷐࠍ⺑ߔࠆޕ
6 Ფ࿁ߩᬺߦ߅ߡ߽ᬺⷐࠍ⺑ߔࠆޕ
7 ੍⠌ᓳ⠌ߩౕ⊛ߥ⺖㗴ࠍឭ␜ߔࠆޕ
8 ᄙ㕙⊛ߥ⹏ଔᣇᴺࠍ↪ࠆޕ
9 ቇ↢ߩੱᖱႎࠍ⸥㍳ߒߚᇦߩ▤ℂࠍᔀᐩߔࠆޕ
ࠣ࡞ࡊᬺ 2㧦ᣂߒ⎇ୃߩ⺖㗴⋡⊛᭴ㅧౝኈ ᩺
1 ోቇㇱዪઁᄢቇ߽ߒߊߪㇱዪ㑆ߩㅪ៤
2 ߘࠇߙࠇߩ⺖㗴
ోቇߩ⺖㗴㧦ᓥ᧪ߩ FD ࠍߐࠄߦలታߐߖߡ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣߩታ⾰ൻᡷༀ
ㇱዪߩ⺖㗴㧦⎇ⓥᜰዉߦቇ↢ߩജࠍᒁ߈ߔ
ㅪ៤ߩ⺖㗴㧦ല₸ൻኾ㐷ᕈߢ
3 㕖Ᏹൕ⻠ᏧᣂછᢎຬTA ߩ FD ⎇ୃ㐿(ᣂછ⎇ୃߪวኋߢߪߥߊ,ቇౝߢⴕᦼ㑆ࠍᑧ㐳ߔࠆ)
4 ᄢߊߊࠅ⹜ᓟߪᢥ♽ߣℂ♽ߢᖱႎ឵╬ߩㅪ៤
5 ㇱዪߢߩᬺ㐿ޕᚻᴺߩᡷༀ߇ㄟࠆޕ
6 ណ↪ߦߚߞߡߩᢎ⢒㕙ߩᬺ❣⹏ଔ㧔ห⹏ଔ㧫㧕
7 ోቇߢߪࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣࠍⴕ߁ޕㇱዪߢߪ․⦡ࠍߔޕ
8 ߁ߤޟᢎ߃ࠆ߆߽ࠅࠃޠ㧘ޟࠍᢎ߃ࠆ߆㧫ޠ
9 ㇱዪߢߩᬺౝኈߩᬌ⸛ߒ߆ߒޕ㧘ㇱዪߦⴕ߁ߦߒߡ߽㧘ᚑഞߩ⚫ߪ⋉ߛߣᕁࠊࠇࠆޕ
10 ᬺ⹏ଔࠕࡦࠤ࠻ߢߡߊࠆ⧰ᖱߦኻᔕߔࠆߛߌߢߪߥߊ㧘ᢎ⢒ౝኈࠍㇱዪߢᬌ⸛ߔࠆޕ
11 ᰴઍ FD ߪߦߒߡߊᔅⷐ߇ࠆోߪߢ߹ࠇߎޕߩ߁ߜ%߇ෳടߒߚ߆㧘╬ߩో⊛
ߥߎߣ߇ਛᔃߛߞߚޕ
ࠣ࡞ࡊᬺ 3㧦ᣂߒ⎇ୃߩᒻᑼᚻᴺታᣉ⸘↹
1 FD ߩᣣᏱൻ
2 ࡐ࠻ࡈࠜࠝ
3 ࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣߩ↪ᴺ
4 ࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ
5 WS ╬એᄖߢߩ FD
ోቇ㧦ᣂછ⎇ୃ㧘ᣂᚻᴺ㧘⧷⺆ߦࠃࠆᬺߦ㑐ߔࠆᖱႎឭଏ
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ㇱዪ㧦ౝኈ㊀ⷞ㧘ᣂᚻᴺ
ㅪ៤㧦ኾ㐷ಽ㊁㧘ᖱႎ឵
B ࠣ࡞ࡊ㧔߆ࠅࠁߒ㧕
ࠣ࡞ࡊᬺ 1㧦ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⡯ോ✁㗔㧔ⴕേⷙ▸㧕᩺
࠳࡞ࡂ࠙ࠫߩ࠴ࠚ࠶ࠢࠬ࠻㧔ቇ↢ߩⷞὐ㧕
ࠪࠞࠧᄢࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߦࠆ㗄⋡ߦᴪߞߡಽ㘃(ኻᔕߔࠆⴕേⷙ▸)ർᄢߩ⡯ോ✁㗔ߦ⪭ߣߒㄟ
1 ⼾߆ߥੱ㑆ᕈߣ㜞⍮ᕈߩᶩ㙃
2 ⥄↱⥄ਥ⁛┙ߩ♖ߩ⢒ᚑ
⺖㗴ⅣႺ
3 ⥄┙⊛ߩ⏕┙
ੱ⎇ⓥߩᯏળ
4 ੱᮭዅ㊀ߩ♖ߣၮ⋚⊛⢻ജߩ⢒ᚑ
5 ቇߩ⥄↱ࠍዅ㊀ߔࠆ
ᄙ᭽ߥᗧߦ⡊ࠍߌࠆ
6 ᢎ⢒⽿છߣ⺑⽿છࠍో߁ߔࠆ
7 ቇ↢ߦኻߒߡޟ㜞ㆳߥࠆᄢᔒࠍޠ⢒ߚߩᮨ▸ߣᜰ㊎ࠍ␜ߔ
8 ቇ↢ߩੱᩰࠍዅ㊀ߒ㧘ᢘᗧࠍᜬߞߡធߔࠆ
9 ቇ⠌⋡ᮡߩ⏕ߥ␜
10 ਇᢿߩᬺߩᡷༀദജ
ቇ↢ߩ⥄ਥ⊛ቇ⠌߳ߩᡰេ,⏕ߥ⹏ଔၮḰߦࠃࠆᱜߥᚑ❣⹏ଔ,߈⚦߆ߥቇ↢ᜰዉੱᖱ
ႎ⼔
ࠣ࡞ࡊᬺ 2㧦ᣂߒ⎇ୃߩ⺖㗴⋡⊛᭴ㅧౝኈ ᩺
10 ᐕᓟߩ FD
FD ࡊࡠࠣࡓߩᜬ⛯ᕈ
FD ⟵ോൻߦࠃࠆฦ⚵❱ߩ FD
ోቇ FD (General FD)
ᄢቇߩℂᔨ㆐ᚑᄢቇߩᢎ⢒✁㗔ⴕേⷙ▸᥉ㆉ⊛ߥᢎ⢒ᛛᴺߦ㑐ߔࠆ߽ߩᣂߒࡔࡦࡃ
ฦㇱዪߢⴕࠊࠇߡࠆ FD ߩᛠីߣ㐿㧔ᖱႎ㧕
ቇㇱ FD
ቇㇱߩᢎ⢒⋡ᮡߦ㒢ቯߒߚFD,ߟ߽ࡔࡦࡃ߇߅ߥߓޕ
ߘࠇߙࠇߩ⋡ᮡߦᓥߞߚ⁛⥄ߥFD
ᄢቇ㒮 FD
ᄢቇ㒮ߩᢎ⢒⋡ᮡߦ㒢ቯߒߚ FD,ߟ߽ࡔࡦࡃ߇߅ߥߓޕቇㇱߣ㆑߁⚵❱㧔ቇ㒮⎇ⓥ㒮᭴
ᗐ㧕ⶄᢙቇㇱ߇㓸߹ࠆቇ㒮 వ┵↢㧘ⅣႺ⑼ቇ㒮㧘ߥߤ ߥߤߩ FD
ᜬ⛯น⢻ߥ FD ࡊࡠࠣࡓ㐿⊒ߩߚߩᨒ⚵ߺ㨪21 ♿ဳࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ᭴▽ࠍ⋡ᜰߒߡ㨪
1㧦✁㗔ⴕേⷙ▸ߩ⸳ቯ㧔ၮᧄ㧕
2㧦ᐲൻ㧦⟵ോൻࠍฃߌߡ General ߣ Discipline න㧘FD ⻠Ꮷߩᵹ
Accountability, Accreditation,⥄Ꮖቇ↢╙ਃ⠪⹏ଔᐲ
3㧦ᣣᏱൻ㧔りൻ㧕㧦ࠦࡦࠨ࡞ࠪࠬ࠹ࡓ㧘ࡢࡦࠬ࠻࠶ࡊࠨࡆࠬᢎ⢒ᡰេ
4㧦ኾ㐷ൻ㧦FDer㧘Instructional consultant㧔ℂ♽ߣᢥ♽㧕ߩ㈩⟎
5㧦ቇౝᄖฦಽ㊁ FD ࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ㐿⊒FD ੱ᧚ᵹ
ᓟߩ㐿⊒ౝኈ
ቇౝࡑࠗࡁ࠹ࠖ㧔㓚ኂ⠪╬㧕
⇐ቇ↢⇣ᢥൻℂ⸃㧔ቬᢎቇࠍᢎຬߦ⻠⟵㧕
㧔ᄢቇ㒮 FD)㧦ࠞࠠࡘࡓ㐿⊒߆ࠄ̕
᧪ߩ⡯ᬺࠍ⠨ᘦߒߚ⺰ᢥ⎇ⓥߦኻߔࠆᜰዉᴺ
ᜬ⛯ߐߖࠆߚߦߪ
ᐲࠍࠆᣣᏱൻりൻ㧔りߦߟߌࠆ㧕ⴕേⷙ▸㧘ᢎຬߩࡄࡈࠜࡑࡦࠬ
 ߩኾ㐷ኅ㧦Faculty Developer (FDer), Instructional consultant㧔ℂ♽ߣᢥ♽㧕, FD ࠦ࠺
ࠖࡀ࠲㧔ฦㇱዪߦ⟎ߊ㧫ࡦ࠲ߦ⟎ߊ㧫㧕
 ߪ⟵ോൻߐࠇߚߎߣߦࠃࠆ
 ߦࠃࠅᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ᭽⹏ߥޘଔࠪࠬ࠹ࡓࠍ߽ߟࠣࡦࠖ࠹࡞ࠨࡦࠦޕ
ᬺౝᄖߩ⺖㗴 1
⇐ቇ↢ߦኻߔࠆ
ᓟߩ FD ߩౝኈ
⇐ቇ↢ኻᔕᢎ⢒
ࡂࡦ࠺ࠖࠠࡖ࠶ࡊቇ↢ߦኻߔࠆᢎ⢒
ࠣ࡞ࡊᬺ 3㧦ᣂߒ⎇ୃߩᒻᑼᚻᴺታᣉ⸘↹
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ᚢ⇛㧔㓸ਛ㧕ဳ FD ߣᚢⴚ㧔Ᏹ⮎㧕ဳ FD㧔ቯ⟵㧕
ᚢ⇛ဳ:ᐕߦ 1㨪ᢙ࿁ታᣉޕℂᔨ⊛ߥ߽ߩࡓࠣࡠࡊޕ㐿⊒ߦ㑐ࠊࠆޕ㧔⧷⺆ߩᬺ㧘e-࠾
ࡦࠣ㧘ࠞࠠࡘࡓᡷༀ㧫 ᣂⷙᬺᛛᴺߩ⚫㧘PFF㧕
ᚢⴚ(Ᏹ⮎)ဳ:Ᏹᤨኻᔕޕࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬޕ㧔ᬺෳⷰޕᢎຬߩ⥄ਥ⊛⎇ⓥ,Microteaching ߥߤ㧕
ోቇᚢ⇛ FD
ోቇᏱ FD
ㇱዪᚢ⇛ FD
ㇱዪᣣᏱ FD
ㅪ៤ᚢ⇛ FD
ㅪ៤ᣣᏱ FD

ᣂછ⎇ୃ
٤

٤

٤


․ൻ

㓸࿅

ࠦࡦࠨ࡞

㊀ⷐ!!!
⡯ോ✁㗔ߩᔀᐩ
ࡑࠗࡁ࠹ࠖኻᔕ
ㇱዪߩ FD ቶߩ⚵❱ൻ
C ࠣ࡞ࡊ (Change)
ࠣ࡞ࡊᬺ 1㧦ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⡯ോ✁㗔㧔ⴕേⷙ▸㧕᩺
ᢎຬหᔒ߇ߚ߇ߦᢘᗧࠍᛄ߁
╙1
ᄢቇቇㇱ╬ߩᢎ⢒ℂᔨ⋡ᮡࠍዅ㊀ߒߚᬺౝኈߣߔࠆ
ᄢቇߩℂᔨ⋡ᮡࠍቇ↢߇ℂ⸃ߢ߈ࠆࠃ߁ߥᬺࠍⴕ߁
╙2
ኻߩᗧߦ߽⡊ࠍߌኻᔕߔࠆ
ቇ↢ߩੱᩰࠍุቯߔࠆࠃ߁ߥ⊒⸒ࠍߒߥ
ቇ↢ߩᗧࠍࠃߊ⡞߈ℂ⸃ߔࠆࠃ߁ദࠆ
ࠕࠞࡂߦᵈᗧࠍߪࠄ߁
ቇ↢ੱࠍઁߩቇ↢ߩ೨ߢ㕖㔍ߒߥ
╙3
ቇ↢߇ᬺౝኈࠍᛠីߒߡࠆߎߣࠍ⏕ߒߥ߇ࠄᬺࠍㅴࠆ
ࠪࡃࠬߩߔߴߡߩ㗄⋡ࠍ⸥ߒ㧘ߘࠇߦᴪߞߡᬺࠍㅴࠆ
ㇱዪߏߣߦ FD ࠟࠗ࠼ࠗࡦࠍࠆ
ᬺߏߣߦ⋡ᮡࠍ␜ߒ㧘ᬺߢⴕ߁ߎߣ⥄⠌ߔࠆߎߣࠍ⏕ߦಽߌࠆ
╙4
ࡐ࠻ߥߤ⹏ଔၮḰ߇⏕ߢߥ႐ว㧘ౕ⊛ߥᚑ❣⹏ଔࠍ␜ߔ
ࠪࡃࠬߩ⺑⽿છࠍ⏕ߦߔࠆ
ࠪࡃࠬߩ⋡ᮡࠍ␜ߒ㧘ߘࠇߦኻᔕߒߚ⹏ଔࠍⴕ߁
╙5
ᬺࠍฃߌࠆቇ↢ߩޘੱᖱႎࠍㆡಾߦᛠីߒኻᔕߔࠆ
ੱᖱႎߪࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻ߦタߖߥ
ੱᖱႎߪ USB, CD, DVD, ࠶ࡊ࠻࠶ࡊߥߤߦࠦࡇߒߡᜬߜᱠ߆ߥ
ቇ↢ߩᘒᐲ㧘ᖱߦ᳇ࠍߟߌჿࠍ߆ߌࠆ㧘߮߆ߌࠆߥߤߩኻᔕࠍ߅ߎߥ߁
ቇ↢ߩᄙ᭽ᕈࠍᛠីߒߡ㧘ߘࠇߦᔕߓߚኻᔕࠍߔࠆޕᢎຬߪࠝࡈࠖࠬࠕࡢࠍ⸳ߌቇ↢߇⾰
ߢ߈ࠆᤨ㑆Ꮺࠍ⏕ߦߔࠆߩߎޕ㓙 TA ߽ᵴ↪ߒࠃࠅ߈⚦߿߆ߥኻᔕࠍน⢻ߦߔࠆ
ࠣ࡞ࡊᬺ 2㧦ᣂߒ⎇ୃߩ⺖㗴⋡⊛᭴ㅧౝኈ ᩺
ၮᧄ⊛ߥ⼏⺰߇ᔅⷐ
ᄢቇ㒮ߩ⋡⊛ߪ߆㧫 ࠞࠠࡘࡓ⸳⸘
ᄢቇోߩ⋡⊛ߪ߆㧫 ߇ᔅⷐ߆㧫
ኾછߩࠬ࠲࠶ࡈ
 ߩ᭴ㅧൻࠍㅴࠆᚻᴺ
㧔ᢎ⢒ߩ㧕ၮᧄߣ࠹ࡑ㧔㗴⸃ဳ㧕ߦಽߌߡታᣉ
 ߩࡊࡠࠬ߇ᔅὼߢࠆߎߣࠍ⍮ ቇㇱߩ FD ࠍታᣉߐߖࠆߦߪ㧫
࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦ㧦⎇ⓥ⑼㐳ߢⴕ߁߆㧫 ᒝ߇ᔅⷐ㧔⟵ോൻ㧕
ࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊ㧦ቇ⑼ߏߣߦኻᔕߔࠆ߆㧫
㜞╬ᢎ⢒ࡦ࠲߇ߢ߈ࠆߛߌេഥߔࠆ
⎇ⓥߦ㓸ਛߒߡࠆᢎຬߩᗧ⼂ࠍᄌ߃ࠆߦߪ㧫
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⎇ୃߢߩቇ⠌ࠍ߁ࠃ߁ߥࡎࡓࡍࠫ
⚵❱ജߩలታ㧦FD ߩᒝ߽ߡ
㗴ᗧ⼂ߪࠆߪߕ  ෳടߩ᭴ㅧࠍࠆ
 ᔅⷐᕈߩ⼂ࠍᐢࠆ
ోຬෳടߣ࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦߩ⚵ߺวࠊߖߢ
ㅪ៤ߣද⺞
ᢎ⢒߳ߩ⹏ଔࠍ⚵❱⊛ߦ⚵ߺㄟ
ቇㇱߩኻ╷߇ᔅⷐ
ᢎ⢒㗴ࠍߦኻᔕߔࠆࠃࠅ࠹ࡑߦ⼏⺰ߒߡ⸃
ࠣ࡞ࡊᬺ 3㧦ᣂߒ⎇ୃߩᒻᑼᚻᴺታᣉ⸘↹
㊀ⷐߥ⺖㗴
ᄢቇ㧔⎇ⓥ⑼㧕ߩߚߦࠍⴕ߁ߴ߈߆ࠍ⠨߃ታⴕߔࠆᢎຬ߇ℂᗐ:ߔߴߡߩᢎຬ߇ࠆߴ߈ᆫ
⥄ಽߩ⎇ⓥቶߩߎߣߛߌࠍ⠨߃ߡࠆᢎຬߩᗧ⼂ᡷ㕟
ߎࠇࠍ FD ߩਛߢ߆ߦታߒߡߊ߆߇⺖㗴
ᚑഞߒߡࠆ
ࠞࠠࡘࡓ㧘ࠪࡃࠬࠍቇ⑼ోຬߢᬌ⸛ߔࠆ㧔ࠤࡦࡉ࠶ࠫᄢቇ㧘♖⪇ᄢቇ(ਛ࿖)㧕
ࠞࠠࡘࡓ㧘ࠪࡃࠬߩ㧘ㅢ⑼⋡ߩోߦࠃࠆ⸳⸘
ߎࠇࠄࠍ⸽ߔࠆ⚵❱ᐲ߇ᔅⷐ㧘TA ߣߩᖱႎߩ߽ᔅⷐ
ቇળනߢ teaching ࠍᢎ߃ࠆ
ߤߩࠃ߁ߥ FD ߇ᔅⷐ߆
ዊන㧔ቇ⑼㧕ߢߩࡑࠗࠢࡠ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࠍ⛮⛯ߒߡⴕ߁
ోቇᢎ⢒ FD ߣห᭽ߥౝኈࠍ㧘ቇㇱࡌ࡞ߢߩ FD ߢ߽⏕ታߦⴕ߁㧦ోຬ߳ߩᶐㅘ
ߘߩߚߦߪ⛮⛯ᕈߩࠆ࠳㧘⚵❱߇ᔅⷐ
ᆔຬળ⚵❱ߢߪߥ,⽿છ⛮⛯ᕈߩࠆ߽ߩ  FD ኾ㐷ߩ⚵❱:᭴ᚑຬࠍ⹏ଔߔࠆᐲ߇ᔅⷐ
ోቇ FD ߩᓎഀ
ฦቇㇱߦᶐㅘߐߖࠆ
ࡈࠔࠪ࠹࠲ߩ㙃ᚑ
ߎࠇ߹ߢߩ⍮⼂ߣ⚻㛎ࠍᐢࠆ
ቇㇱߩ FD ࠍ᭴ᚑߔࠆߚߩ⚵❱ࡕ࠺࡞ࠍࠅ㧘વ߃ࠆޕ
නߥࠆᬺᣇᴺ߆ࠄ,ᢎຬߩో ▤ℂࠞࠠࡘࡓ⸳⸘␠ળᄺၞㅪ៤ ߳ߩዷ㐿
ฦቇㇱߩ᷷ᐲᏅࠍߥߊߔࠆദജ
ౕ⊛ߥᢎ⢒ᛛⴚ㧦ᄢੱᢙ⻠⟵㧘⊒㖸
ᬺෳ߽ⷰᗧᄖߦലᨐ߇ࠆ߆߽ߒࠇߥ
2ņ㧚ᶏᄖ⎇ⓥ

ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇ㧘☨࿖ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇߩⷞኤ
ἑฬᵄ ᩕẢ

1. ࠳࡞ 2 ࡂ࠙ࠫᄢቇ㧔2008 ᐕ 9  9~10 ᣣ㧕
ࠞ࠽࠳᧲ㇱߩ᷼↸ࡂࡈࠔ࠶ࠢࠬߦࠆ 1818 ᐕഃ┙ߩᎺ┙ᄢቇ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߩቇ⠌ᢎ⢒
ࡦ࠲(Center for Learning and Teaching, Dalhousie University)ߩ 6th Annual Teaching Assistant
Professional Development Days ࠍⷞኤߒߚޕ
ᧄࡦ࠲ߪ㧘ቇౝߩ⚵❱ߣᢎ⡯ຬᄢቇ㒮↢߇৻ߣߥߞߡ㧘ᄢቇࡌ࡞ߢߩቇ⠌ᢎ⢒ᣇᴺߩ
ℂ⺰ߣታ〣ࠍ⎇ⓥᢎ⢒ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡ⸳┙ߐࠇ㧘․ߦ႐㊀ⷞߦࠃࠆᬺߩㅴᣇ㧘ࠞࠠࡘ
ࡓᚑ㧘ᢎ⢒ᯏེߩലᵴ↪㧘ߘߒߡᄢቇߩᢎ⢒⾗Ḯߦ㑐ߔࠆᖱႎឭଏߥߤߩข⚵ߦ㊀߈ࠍ⟎ߡ
ࠆౕޕ⊛ߦߪ㧘ᢎຬߩߚߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߿ੱ⋧⺣㧘ᄢቇ㒮↢ะߌߦߪ࿁ߩᣂછ TA ࡢ
࡚ࠢࠪ࠶ࡊߩ߶߆ߦ㧘ࡌ࠹ࡦ TA ߽ߚࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘ࡦ࠲ਥߩᄢቇᢎ⢒ࡊࡠࠣࡓࠦ
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ࠬߣୃੌ⸽ᦠ⊒ⴕߥߤ߇ࠆޕᐕ㑆ⴕߦߪ㧘ᣂછᢎຬߩߚߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ߿ᧄࡦ࠲ਥ
ߩቇળߥߤ߇ડ↹ߐࠇ㧘ᅑቇ㊄߿⾨߽Ḱߐࠇߡࠆޕർᄢ㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲ߢߪ㧘ᰴ
ઍ FD ⎇ⓥߩ৻Ⅳߣߒߡ㧘ᬺࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߥߤߩಽ㊁ߢవ
ㅴ⊛ߥข⚵ࠍⴕߥߞߡࠆ࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇቇ⠌ᢎ⢒ࡦ࠲ߣߩቇⴚᵹࠍㅴߡ߈ߚޕ
TA Professional Development Days ߪ㧘2 ᣣ㑆ߢ 12 ߩ࠶࡚ࠪࡦߦ 20 ੱ⒟ᐲߩ⻠Ꮷࠍ߈㧘ߩ
ߴ70ੱߩᄢቇ㒮↢TAࠍኻ⽎ߦⴕࠊࠇߚޕ
ቇ↢ߚߜߪ㧘
⥄ಽߣ㑐ㅪߔࠆౝኈ߿⥝ߦวࠊߖߡฃ⻠ߒ㧘
ߥ߆ߦߪߔߢߦฃ⻠ߒߚ߇㧘ᣂੱߩߚߩࠕ࠼ࡃࠗࠬ߿ࡊࡠࠣࡓୃੌ⸽ᦠขᓧߩߚߦෳടߒߡ
ࠆ⠪߽ߡ㧘ฦ࠶࡚ࠪࡦߢߪᢎຬߣᣂੱ TA㧘ࡌ࠹ࡦ TA ߆ࠄᵴ⊒ߥᗧ឵߇ߥߐࠇߚޕ
ೋᣣߪ߹ߕ㐿ળᑼߢޟTA ߩᓎഀߣޠ㗴ߒߚᢎຬ㆐ߦࠃࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢ᐀ࠍ㐿ߌ㧘ࠗࡦࡈࠜࡑ
࡞ߥߥ߆ߦ߽㧘
TA ߳ߩᦼᓙ߇ᾲߊ⺆ࠄࠇߚޕ
ᣂੱ TA ߦߪ㊀ⷐߥࡔ࠶ࠫߩㅪ⛯ߛߞߚߦ㆑ߥޕ
ߘߩߣ㧘2 ㇱደߦಽ߆ࠇߡߘࠇߙࠇ 1 ᤨ㑆ߕߟ 3 ࠶࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚ ߽ࠇߕޕ50 ಽ⒟ᐲߩ
ࠢ࠴ࡖߦ⛯߈ᵴ⊒ߥ⾰⇼߇ⴕࠊࠇߚޕౝኈߪએਅߩߣ߅ࠅޕ
1-a ೋߡߩ 1 ᐕࠍߤ߁↢߈ࠆ߆㧔⻠Ꮷ㧦ᄢቇ㒮⎇ⓥ⑼㐳㧕
1-b 㓚ኂࠍᜬߞߚቇ↢߳ߩኻᔕ㧔⻠Ꮷ㧦ቇ↢ᡰេ⺖⡯ຬ㧕
2-a ᢎቶౝߩᯏེߩല↪㧔⻠Ꮷ㧦ᢙቇ⛔⸘ቇᢎຬ㧘⧷ᢥቇᢎຬ㧕
2b ⺰ᢥᜰዉᢎຬ㧔⻠Ꮷ㧦ࠗ࠹ࠖࡦࠣࡦ࠲ᢎຬ㧕
3-a ⻠⟵ߩะߎ߁㧔⻠Ꮷ㧦ฎౖቇᢎຬ㧕
3-b ᢎቶౝߢߩ⸛⺰ߩㅴᣇ㧔⻠Ꮷ㧦⧷ᢥቇᢎຬ㧕
ੑᣣ⋡߽㧘
ೋᣣห᭽ߦඦᓟ߆ࠄ 2 ㇱደߦಽ߆ࠇߡ 3 ࠶࡚ࠪࡦࠍ㐿㧘
ߤߩ࠶࡚ࠪࡦࠍㆬ߱߆ߪ㧘
ฃ⻠↢ߩ⥄ਥᕈߦછߖࠄࠇߡࠆޕ
4-a ᄢቇቇ⠌ᢎ⢒ୃੌ⸽ᦠ(Certificate in University Teaching and Learning: CUTL)ࡊࡠࠣ
ࡓ⚫㧔⻠Ꮷ㧦ࡦ࠲ᢎຬ 2 ฬ㧕
4-b ࠞ࠙ࡦߢ߽ߥߩߦ㧔⻠Ꮷ㧦ቇౝ⋧⺣ቶຬ㧕
5-a ⺰ᢥߩ⹏ଔ㧔⻠Ꮷ㧦ᱧผቇᢎຬ㧕
5-b ࡏߩ⹏ଔ㧔⻠Ꮷ㧦↢‛ቇᢎຬ㧕
6-a TA—࿑ᦠ㙚—ቇ↢ߩਃⷺ㑐ଥ㧔⻠Ꮷ㧦ᄢቇ࿑ᦠ㙚⡯ຬ㧕
6-b ࡏߢߩਇ᷹ߩᘒߦ߃ߡ㧔⻠Ꮷ㧦‛ℂቇᢎຬ㧕
ో࠶࡚ࠪࡦߩ⚳ੌᓟ㧘ోຬෳടߩ㐽ળᑼ߇ⴕࠊࠇ㧘
ⷙޟᓞߩਛߢߩቇ↢ߣߩᵹߣޠ㗴ߒߡ㧘ߎࠇ
߹ߢఝ⑲ᢎᏧ⾨ࠍฃ⾨ߒߚᢎຬ㆐߇⥄ࠄߩ⚻㛎ࠍᛲ㔺ߒߚߣߪ㧘ࡇࠩࡄ࠹ࠖߢ᐀ࠍ㐽ߓߚޕ
2 ᣣ㑆ߩⷞኤߢ᳇ߠߚߩߪ 2 ὐޕ
߹ߕ㧘ቇ⠌ᢎ⢒ࡦ࠲ߩข⚵߇ᄢቇᢎ⢒ߩࡆ࡚ࠫࡦߣ⋥⚿ߔࠆߣหᤨߦ㧘TA ㆐ߩ᧪߽⸽
ߔࠆߎߣߛ ߦ․ޕTA ߩߚߩනቯ⑼⋡(CNLT 500)߿ CUTL ࡊࡠࠣࡓߥߤࠍታᣉߒ㧘TA ⚻㛎
ࠍᄢቇᢎຬߦߥࠆߚߩࠠࡖࠕᒻᚑߩࠬ࠹࠶ࡊߣᝒ߃㧘ߘࠇࠍ⊛ߥ⸥㍳ߦᱷߔߎߣߪᗧ⟵ᷓޕ
ੑߟ⋡ߪ㧘ᄢቇౝߩ‛⊛ੱ⊛⾗Ḯࠍචੑಽߦ↪ߒߚࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍታᣉߒߡࠆὐߛ৻ޕㇱ
ߩᢎຬߛߌߢߥߊ㧘⡯ຬ߽ߡᄢቇߩቇ⠌ࠨࡐ࠻ⅣႺࠍવ߃㧘ࡌ࠹ࡦ TA ߽ෳടߐߖࠆߎߣߦ
ࠃߞߡ TA ⋡✢ߢ⍮⼂ࠍવߒ߿ߔߊߔࠆޕᒰೋ㧘ฦ࠶࡚ࠪࡦߩౝኈߪർᄢߣ߹ࠅᄌࠊࠄߥߣ
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߁ශ⽎ߢߞߚ߇㧘ታ㓙ߦෳടߒߡߺߡ㧘࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇቇ⠌ᢎ⢒ࡦ࠲ߩ TA ᢎ⢒ߦ߅ߌ
ࠆ႐ਥ⟵߆ࠄᐢ߇ࠆታ〣⊛ߥⷞ㊁ߣࡃࡦࠬߩขࠇߚ⾰ߩ㜞ߐߦᄙߊࠍቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
2. ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇ㧔2008 ᐕ 9  11 ᣣ㧕
☨࿖࠾ࡘ࡛ࠢᏒౝߦࠆ 1754 ᐕഃ┙ߩࠕࠗࡆࠣߩઍᩞࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇߢᎿቇㇱ FD
ቶ(Office of Faculty Development and Diversity, The Fu Foundation of Engineering and Applied
Science, Columbia University)ߩ⎇ⓥ⑼㐳 Fred Palm ᳁ߣ㕙⺣ߒߚ ߩߎߎޕFD ߪ⎇ⓥ⠪㙃ᚑ㧘
ߟ߹ࠅᢎຬߩ⎇ⓥ↢ᵴߩࠨࡐ࠻ࠍ⋡⊛ߣߒߡ߅ࠅ㧘ᢎ⢒ߩߚߩ FD ࡊࡠࠣࡓߣߪኻᾖ⊛ߢࠆޕ
ℂ↱ߪ㧘ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇߪ⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇߣߒߡ⇇ࠍ࠼ߒߡࠆߣ߁⥄⽶ߣ㧘⎇ⓥᚑᨐ߇
ᢎ⢒ߦ❬߇ࠆߣ߁ℂᔨߦၮߠߡࠆ߆ࠄߛޕ
ᢎຬߩᐔဋឭଏ⑼⋡ᢙ߇ᐕ 3 ࠦࡑߥߩ߽߁ߥߕߌࠆޕ
ߒߚ߇ߞߡ㧘FD ቶߩᓎഀ߽⎇ⓥⅣႺߩలታߦ㊀ὐࠍ⟎ߡࠆޕෘ↢㑐ㅪߢߪᣂછᢎຬߩ
ዬតߒ߿ኅᣖߩ↢ᵴࠨࡐ࠻㧔ሶଏߩォᩞవߩ⚫߽㧕߆ࠄ㧘ቇౝ⎇ⓥᣉ⸳↪ߩࠝࠛࡦ࠹
࡚ࠪࡦ߿⎇ⓥ⾌ขᓧᡰេ㧘ߐࠄߦ࠹࠾ࡘࠕ㧔⚳り㓹↪⾗ᩰ㧕ขᓧክᩏߦะߌߡߩᖱႎឭଏߥߤࠍⴕߞ
ߡࠆޕቇౝߩᢎ⢒⾗Ḯߩᖱႎឭଏߪ㧘FD ቶߩ 10 ࠆછോߩ 1 ߟߦㆊ߉ߥ⎇ߪߤࠎߣ߶ޕⓥⅣႺ
లታߣ⎇ⓥଦㅴߩߚߩࠨࡆࠬߛޕ
2008 ᐕߩ FD ቶߩ㐿ⴕࠍߺࠆߣ㧘
ࡑࠗࡁ࠹ࠖߩ⎇ⓥ⠪ߩน⢻ᕈࠍߒว߁ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ߿
ࡑࠗࡁ࠹ࠖᢎຬߩⷫ⌬ળ߇ᄙߎߣߦ᳇ߠߊ⎇ࠃࠅࠃޕⓥߩߚߩᄙ᭽ᕈߩᗧ⟵ࠍᶐㅘߐߖࠆ
৻ᣇߢ㧘ੱ⒳߿᳃ᣖߘߒߡࠫࠚࡦ࠳ߥߤߦߣࠄࠊࠇߥߢ⎇ⓥߢ߈ࠆࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇߩⅣႺࠍࠕࡇ
࡞ߒߡࠆ߁ߣࡦ࠲࠶ࡂࡦࡑߩ࡛ࠢࡘ࠾ޕᄢㇺᏒߢߩᣣ↢ߩޘᵴߦㅊࠊࠇࠆߎߣߥߊᔃߒ
ߡ⎇ⓥߦኾᔨߢ߈ࠆߩߎޕⅣႺߠߊࠅ߇ FD ቶߩߥߩߛޕ
ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇᎿቇㇱ FD ቶߪ 2006 ᐕߦ㐿⸳ߐࠇߚࡓࡄޕ᳁ߪ࠾ࡘ࡛ࠢᄢቇߢ FD 㑐ㅪߩ
ࠍߒߡࠆߣߎࠈࠍࡋ࠶࠼ࡂࡦ࠹ࠖࡦࠣߐࠇߚߩߛߘ߁ߛ⎇ߢ߹ࠇߎޕⓥ⠪ߩੱ⊛ദജߢ㆐
ߒߚ⎇ⓥᚑᨐ߿㆐ᚑߢ߈ߥ߆ߞߚᐛߩ⎇ⓥࠍࠃࠅ㜞ᰴరߢታⴕߒቢᚑߐߖࠆߚߦ㧘⚵❱ߣߒߡኻ
ᔕߒߡߊ㧘ࠦࡠࡦࡆࠕᄢቇဳ FD ࡊࡠࠣࡓߩ⹏ଔߪᤨᦼዏᣧߛ߇㧘FD ߦ߽ᢎ⢒㊀ⷞဳߣ⎇ⓥਛ
ᔃߩੑߟ߇ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߛߌߢ߽࿁ߩ⸰ߦߪଔ୯߇ߞߚᧄޕቇߪ㧘ߕࠇ߆৻ߟࠍㆬ߱
ߩ߆㧘
ߘࠇߣ߽ਔᣇࠍࡃࡦࠬࠃߊ㈩⟎ߒߚᄢቇ㒮ᄢቇࠍ⋡ᜰߔߩ߆㧘
ᓟߩ⺖㗴߽↢߹ࠇߚࠃ߁ߛޕ

POD/NCSPOD ᐕᰴᄢળෳടႎ๔
 ᢅਯ

ᄢቇߩᢎ⡯ຬ⎇ୃߣ⚵❱ᡷ㕟ࠍ⋡ᜰߔ POD (Professional & Organizational Development
Network in Higher Education), NCSPOD (National Council for Staff, Program & Organizational
Development)ߩᄢⷙᮨߥᐕᰴᄢળ߇ 2008 ᐕ 10  22~25 ᣣߦ☨࿖ࡀࡃ࠳ᎺࡁᏒߢ㐿ߐࠇߚޕ
ᰴઍ FD ⎇ⓥߩᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡ㧘ߎߩᄢળߩౝኈࠍ⺞ᩏߔࠆߚ㧘㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ
࠲ߩ⚦Ꮉ㧘ߣ㧘ᢎോ⺖ߩ㚍ᷗߩ 3 ฬߢ㧘POD ߩ⥃ᤨࡔࡦࡃߣߒߡ⊓㍳ߒߡෳടߒߚޕ
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1. POD ߣ NCSPOD
POD ߪ㧘ਥߦ☨࿖ߩᄙߊߩᄢቇߦ⸳⟎ߐࠇߡࠆޟᢎ⢒ቇ⠌ࡦ࠲(ޠCenter for Teaching &
Learning: CTL)㧔ฬ⒓ߪᄢቇߦࠃࠅᓸᅱߦ⇣ߥࠆ㧕ߩᢎ⡯ຬࠍળຬߣߒ㧘ᓐࠄߩ⡯ോߦ㑐ߔࠆ
ࡁ࠙ࡂ࠙ߥߤࠍߔࠆߚߦߟߊࠄࠇߚ㧘
ᢎ⡯ຬ⎇ୃ߅ࠃ߮⚵❱ᡷ㕟ߩߚߩࡀ࠶࠻ࡢࠢߢࠆޕ
NCSPOD ߽ห᭽ߩ࿅ߢࠆޕ
ᣣᧄߢߪ㧘ᐢፉᄢቇߣ╳ᵄᄢቇߩߺߦሽߒߚޟᄢቇᢎ⢒ࡦ࠲ ߇ޠ1995 ᐕ㗃߆ࠄߐ߹ߑ߹ߥ
ฬ⒓ߣ⿰ᣦߢᄙߊߩᄢቇߦ⸳⟎ߐࠇ㧘ᄢቇᢎ⢒ߩᡷ㕟ߦขࠅ⚵ߺߪߓߚޕᖱႎ឵߅ࠃ߮⋧⎇ୃ
ߩߚోޟ࿖ᄢቇᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲╬ද⼏ળ߇ޠᲤᐕ 8 ߦ㐿ߐࠇߡࠆޕ
2. ᄢળߩෳട⠪
POD ߩㅢᏱળຬߪࠕࡔࠞੱߢࠆ߇㧘ࠞ࠽࠳߆ࠄ߽ታᢙߪਇߛ߇ዋߥ߆ࠄߕෳടߒߡߚࠃ
߁ߢࠆࠄࠇߎޕർ☨ߩෳട⠪ߩᄢඨߪฦᄢቇߩᢎ⢒ቇ⠌ࡦ࠲(CTL)ߩ㑐ଥ⠪ߢࠆޕળຬᢙ
ߪ⚂ 2,000 ฬߣផቯߐࠇ㧘ߘߩ߁ߜ 500~1,000 ฬ⒟ᐲ߇ળ႐ߦߚޕ
ᐕߪᣣᧄ߆ࠄߩෳട⠪߇ᄖ⊛ߦᄙߊ㧘ർᄢ߆ࠄ 3 ฬ㧘ᒄ೨ᄢ߆ࠄᜬᢎࠄ 2 ฬ㧘
ޟ྾࿖ࠦࡦ
࠰ࠪࠕࡓ ࠄ߆ޠ15 ฬ㧘ฬฎደߩ⻉ᄢቇ߆ࠄ 14 ฬ㧔ฬฎደᄢ 7 ฬ㧘ฬၔᄢ 3 ฬߥߤ㧕ߩෳട⠪߇⏕
ߢ߈ߚ߇㧘ߘߩઁߦ߽ᢙੱߚࠃ߁ߢࠆޕ
3. ᄢળߩࡊࡠࠣࡓ
ᄢળߩࡊࡠࠣࡓߪ 10 ᢙ࠹ࡑߢ㧘ቶหᤨㅴⴕߢⴕ߁߇ޠࡦ࡚ࠪ࠶࠻ࡦࠞࡦࠦޟਛᔃߢ㧘
ߎࠇߪ⻠Ꮷ߇㗴ឭଏߒ㧘࿁߆ࠣ࡞ࡊ⸛⺰ߢ⼏⺰ࠍㅴࠆᒻᑼߢࠆޕਥߥౝኈߪᰴߩߣ߅ࠅޕ
㧔a㧕1 ᤨ㑆ߩోޟ⻠Ṷޠ
㧔2 ߟ㧕
㧔b㧕3 ᤨ㑆ඨߩޟᄢળ೨ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޠ
㧔23 ࠹ࡑߢหᤨㅴⴕ㧕
㧔c㧕1 ᤨ㑆ߩޠࡊ࡞ࠣࠢ࠶ࡇ࠻ޟ
㧔12 ࠣ࡞ࡊߢหᤨㅴⴕ㧕
㧔d㧕1 ᤨ㑆 15 ಽߩޠࡦ࡚ࠪ࠶࠻ࡦࠞࡦࠦޟ
㧔140 ࠹ࡑ߇ 10 ߩᤨ㑆Ꮺߢหᤨㅴⴕ㧕
㧔e㧕1 ᤨ㑆 15 ಽߩޠ࡞ࡉ࠹࠼ࡦ࠙ޟ
㧔33 ࠹ࡑ߇ 5 ߟߩᤨ㑆Ꮺߢหᤨㅴⴕ㧕
㧔f㧕10 ಽߩޠ⟵⻠࠾ࡒޟ
㧔8 ᧄ߇ 2 ߟߩᤨ㑆Ꮺߢหᤨㅴⴕ㧕
㧔g㧕
ޠࡦ࡚ࠪ࠶࠲ࠬࡐޟ
㧔2 ߟߩᤨ㑆Ꮺ㧕
એਅߪ㧘ࡊࡠࠣࡓߩ৻ㇱߢ㧘< >ߢ࿐߹ࠇߡࠆ߽ߩߪᓟߢౝኈࠍ⚫ߔࠆޕ
******************************************************************************************
10  22 ᣣ㧔᳓㧕
5:00~5:30
<Introduction to POD for First Timers>㧔౮⌀ 1㧕
5:30~6:30
POD Welcome Reception
10  23 ᣣ㧔ᧁ㧕
7:00~8:00
Continental Breakfast
7:45~8:45
Topical Interest Groups (#1~#12)
<Science, Technology, Engineering, Math>
9:00~10:15
19 Concurrent Sessions and 6 Round Tables
<Mutual Mentoring as Faculty Development>
10:30~11:45 Concurrent Sessions and Round Tables
12:15~2:00
Luncheon and Plenary Session One㧔౮⌀ 2㧕
2:15~3:30
Concurrent Sessions and Round Tables
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3:45~5:00

Concurrent Sessions and Round Tables
<Minimizing Pain, Max Gain When Working with Millennial Students>
Diversity Reception
Dinner and Presidential Address

5:30~6:30
6:30~8:00
10  24 ᣣ㧔㊄㧕
7:00~8:00
Continental Breakfast
8:15~9:30
Concurrent Sessions
9:45~10:45
Plenary Session Two
11:00~12:15 Concurrent Sessions
12:30~2:00
POD Awards Luncheon
2:15~3:30
Concurrent Sessions
<Weaving Collegial Strands: Creating a Campus Culture that Supports
Preparing Future Faculty>
3:45~5:00
Concurrent Sessions
10  25 ᣣ㧔㧕㧔ࡏࠬ࠻ࡦߦ⒖േߔࠆߚ㧘ෳടߖߕ㧕
ඦ೨ Poster Sessions ߇ 2 ߟ㧘ඦᓟ Concurrent Sessions ߇ 2 ߟ
******************************************************************************************
4. ෳടߒߚ࠶࡚ࠪࡦߩ৻ㇱߩౝኈ⚫
4.1 Introduction to POD for First Timers㧔22 ᣣ 5:00~5:30 pm㧕
ೋߡߩෳട⠪ะߌߩࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦߢ㧘ߎߩᄢળߩല↪ߩᣇߩ⺑߇⋡⊛ߢࠆޕ
ޟ1976 ᐕߦ Airlie House, Airlie, VA ߢ㐿ߐࠇߚߩ߇৻࿁⋡ߩߘޕᓟᲤᐕ㧘ળ႐ࠍᄌ߃ߡ㐿ߐ
ࠇߡࠆޠ
ޟᣂߒߊ Faculty Developer ߦߥࠄࠇߚᣇߪࡌ࠹ࡦߩᣇߣ⍮ࠅวߞߡ㧘ࠕ࠼ࡃࠗࠬࠍᓧࠆ
ߎߣ߇ߢ߈ࠆߚࠇߐ߇ߤߥߣߎޠ㧔౮⌀ 1㧕
ޕ
4.2 Topical Interest Groups㧔23 ᣣ 7:45~8:00 am㧕
ߎࠇߪ㧘ߐ߹ߑ߹ߥ࠻ࡇ࠶ࠢࠬߏߣߦ⥝ࠍ߽ߟੱߚߜߩࡀ࠶࠻ࡢࠢߠߊࠅࠍਥߥ⋡⊛ߣߔࠆޕ
⑳߇ෳടߒߚߩߪ Science, Technology, Engineering, Mathematics ߩࠣ࡞ࡊޕᬺߢߎࠆߐ߹
ߑ߹ߥ㗴ߦߟߡߒวߞߚ߇㧘ᣣᧄߣ߹ࠅᄌࠊࠄߥࠍࠬ࠼ࠕ࡞ࡔޕ឵ߒߚޕ
4.3 Concurrent Session: Mutual Mentoring as Faculty Development: Implications for Patterns of
Practice㧔23 ᣣ 9:00~10:15 am㧕
㧔౮⌀ 3㧕
ࠣ࡞ࡊ⸛⺰ࠍ࿁߆ࠇߡࠆޕ
 ߇࠲ࡦࡔߩࡦ࠹ࡌޟ1 ኻ 1 ߢᜰዉߔࠆવ⛔⊛ߥ߿ࠅᣇࠃࠅ㧘
ࠣ࡞ࡊࠍߞߡߦࠕ࠼ࡃࠗࠬߒ߁߶߁߇ࠃޕߚߞߣޠ
4.4 Concurrent Session: Minimizing Pain, Max Gain when Working with Millennial Students㧔23
ᣣ 3:45~5:00 pm㧕
☨࿖ߢ߽ᣂઍ㧔ࡒ࠾ࠕࡓ㧕ߩቇ↢ߩ᳇⾰ߪᄌࠊߞߚࠃ߁ߢ㧘ߘߩኻ╷ߦߟߡዊࠣ࡞ࡊ⸛⺰
ᒻᑼߢ㧘ߚߣ߃߫ 1 ߩࠃ߁ߥ⎇ⓥࠍⴕߞߚޕ
 1㧦11:30 pm ߦቇ↢߇వ↢ߦ⠉ᣣឭߩࡐ࠻ߦߟߡࡔ࡞ߢ⾰ߒߚޕ⠉ᦺవ↢ߪା
ߒߚ߇㧘
ࡐ࠻ߪ✦ಾࠅߦ㑆ߦวࠊߕ㧘
ቇ↢ߪᬺߩߣߦ᧪ߡవ↢ߩኻᔕࠍ㕖㔍ߒߚޕ
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4.5 Concurrent Session: Weaving Collegial Strands: Creating a Campus Culture that Supports
Preparing Future Faculty㧔24 ᣣ 2:15~3:30 pm㧕
ࡒ࠭ᄢቇߢߪ㧘2001 ᐕߦ 40 ฬߩ TA ⎇ୃ߆ࠄ⊒ߒߡ㧘ߢߪ 100 ฬએߩ TA ߦኻߒߡ
6 ߟߩಽ⑼ળߢⴕ߁߹ߢߦ⊒ዷߒߚޕ
㧔ᣣ☨ߢߪ TA ߩ⡯ോ߇㆑߁ߩߢᲧセߪߕ߆ߒ߇㧘ർᄢߢߪ㧘1998 ᐕߦෳട⠪ 55 ฬߢ╙ 1 ࿁
ߩ TA ⎇ୃળ߇ⴕࠊࠇ㧘ߢߪ 200 ฬએߩ TA ߦኻߒߡ 13 ߩಽ⑼ળߢታᣉߒߡࠆޕ
㧕
ߎߎߢߪ㧘TA ⎇ୃࠍ߁߹ߊⴕ߁ߚߦ㧘⽷Ḯߪߤߎ߆ࠄ₪ᓧߔࠆ߆㧘ࠠࡖࡦࡄࠬߩߪߤ߁߆㧘
⎇ୃᴺߪߤ߁ߔࠆ߆㧘TA ⎇ୃࠍᡷༀߔࠆߚߩ⹏ଔᴺߥߤߦߟߡ㧘ዊࠣ࡞ࡊ⸛⺰ࠍⴕߞߚޕ
5. ߅ࠊࠅߦ
ߎߩᄢળߢߪ㧘ᄢቇᢎ⢒ᡷ㕟ߦ㑐ߔࠆߐ߹ߑ߹ߥ⺖㗴ߦߟߡ⸛⼏ߐࠇߡߚߚ߹ޕ㧘ࠣ࡞ࡊ⸛
⺰ࠍਛᔃߦᝪ߃ߚᄢળߩࠅᣇߪᄢߦෳ⠨ߦߥߞߚߦࠄߐޕ㧘ᣣᧄ߆ࠄᄢቇᢎ⢒ࡦ࠲㑐ଥ⠪߇
ᄙߊෳടߒߡߚߩߢ㧘ో࿖ᄢቇᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲ද⼏ળ╬ߩࠅᣇߦ߽ࠃᓇ㗀߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ

౮⌀ 1㧚ࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ

౮⌀ 2㧚ᤤ㘩ળ

౮⌀ 3㧚ࠦࡦࠞࡦ࠻࠶࡚ࠪࡦ

֣50 ֣

ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ (2011)

U Mass Amherst ߩᢎ⢒
ዊ═ේ ᱜ

1. ⑼ቇ࠹ࠪᢎ⢒
ࡑࠨ࠴ࡘ࠶࠷ᄢቇߩᣂߒ✚㐳ߪ㧘⑼ቇ࠹ࠪᢎ⢒ߦᖱᾲࠍᜬߞߡ߅ࠅ㧘Ꮊᐭߣㅪ៤ߒ
ߡᄢⷙᮨߥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ⸘↹ߒߡࠆ࠷࠶ࡘ࠴ࠨࡑޕᄢߪᎺ┙ᄢቇߥߩߢ㧘Ꮊߩਛ╬ᢎ⢒ߦ߽
⽿છࠍᗵߓߡ߅ࠅ STEMEd (Science Technology Engineering Mathematics Education Institute)ߣ
߁⚵❱ࠍߞߡ㧘㜞╬ቇᩞߩᢎຬߩౣᢎ⢒ߦਸ਼ࠅߒߡࠆୃ⎇ߢࡦ࡚ࠪ࠶ࡑࠨޕળࠍ㐿ߡ
ᢎ⢒⎇ୃࡐࠗࡦ࠻ࠍਈ߃ࠆߎߣ㧘ୃ჻ࠍਈ߃ࠆߚߩࡊࡠࠣࡓߦෳടߐߖࠆߎߣߥߤޕ㑐ଥ⠪ߪ⎇ޟ
ⓥᄢቇߢᢎᏧᢎ⢒ࠍⴕ߁ߩߪߣߡ߽ᗧߩࠆߎߣߛޕߚߡߞ⸒ߣޠ
2. ㅢᢎ⢒ߩታᣉ
৻⥸ᢎ⢒ߩోቇᆔຬળ߇⽿છࠍᜬߞߡ߅ࠅ㧘ߘߩᆔຬળߦઍࠍߒߡࠆㇱዪ߇ߘࠇߙࠇߩᢎ⢒
႐ߩ⽿છࠍ⽶ߞߡࠆޕㇱዪߪ㧘߅߅ߨᰴߩ 3 ⒳㘃ߩࠞࠠࡘࡓࠍឭଏߒߡࠆޕ
1㧕ࡔࠫࡖቇ↢ߩߚߩࠦࠬ
2㧕ࡔࠫࡖߢߪߥ߇㧘ࡑࠗ࠽߹ߚߪኾ㐷ၮ␆ߩߚߩࠦࠬ
3㧕৻⥸ᢎ⢒ߩߚߩࠦࠬ
1㧕ߪ 1 ᐕᰴߩᦨೋߩࠦࠬࠍ㒰ߡߪᲧセ⊛ዋੱᢙߢᢎ⢒ߒࠃ߁ߣߒߡࠆޕ2㧕ߣ 3㧕ߪ 200~400
ฬߣࠢࠬࠨࠗ࠭߇ᄢ߈ߊ㧘ߎߎߢ߽Ṷ␜ታ㛎㧘ࠢ࠶ࠞࠍߞߚࠢࠗ࠭㧘Ṷ⠌ߥߤߔߴߡታᣉߒ
ߡࠆޕ
ࠢ࠶ࠞߪߢߪᮡḰⵝޕ
Ṷ␜ታ㛎ߪ☨ߢߪવ⛔⊛ߥ߽ߩߢᤄ߆ࠄⴕࠊࠇߡࠆߣ߁ޕ
ᵈ㧕ᣣᧄߢ߽ᚢ೨ߩᄢቇߢߪ߆ߥࠅᚻߩㄟࠎߛṶ␜ታ㛎ࠍ߿ߞߡߚࠄߒޕᚢߦࠃࠆ‛ਇ⿷
ߣᚢᓟߩੱᚻਇ⿷㧘ߐࠄߦฃ㛎┹ߩᓇ㗀ߦࠃࠆᐳቇൻߢᆫࠍᶖߒߚߩߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇ
ࠆߩࠇࠊࠇࠊޕઍએ㒠ߪ㧘Ṷ␜ታ㛎ߩવ⛔ࠍᒁ߈⛮ߢߥ‛ޕℂ߿ൻቇߩᬺ߇㕙⊕
ߊߥߣ߁ߩߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥᬺߩᕈᩰߩᄌൻ߇㑐ଥߒߡࠆߩߢߪߥ߆㧫
2㧕߿ 3㧕ߩᄢ߈ߥࠢࠬߢ߽ࠢࠗ࠭߿⹜㛎߇㗫❥ߦⴕࠊࠇ㧘ߘߩ⚿ᨐ߇ቇ↢ߦࡈࠖ࠼ࡃ࠶ࠢߐࠇ
ߡࠆߪࡓ࠹ࠬࠪ࠲ࡘࡇࡦࠦߩߚߩߘޕਇนᰳߢ㧘ᢙቇ߿ൻቇߢߪᏒ⽼ߩ࠰ࡈ࠻ࠍዉߒߡᬺ
ߦ⚵ߺㄟࠎߢࠆޕ
3. ㇱዪߪߥߗㅢᢎ⢒ߦജࠍࠇࠆߩ߆㧫
1㧕ࡔࠫࡖቇ↢ߩᢙߪㇱዪߩ⊒⸒ജ߿੍▚ߦᓇ㗀ߔࠆޕ2㧕߿ 3㧕ߢߤߩߊࠄߩᢙߩቇ↢߇ㆬᛯ
ߔࠆ߆߽㊀ⷐޕቇᤨߦኾ㐷߇߹ߞߡߥߩߢ㧘✚ߓߡㇱዪߪቇ↢ߩㆬᛯߦ㑐ߒߡ┹⊛ߥⅣႺ
ߦࠆޕൻቇ߿‛ℂߢߪ 2 ᐕ⋡ߦ research course ࠍࠇߡ⋡₹ߦߒߡࠆޕᬺߩᡷༀߪᒰὼߩߎ
ߣߣߒߡ㧘ࡄࡦࡈ࠶࠻ߥߤߢኾ㐷ࠍࠕࡇ࡞ߔࠆߚߦ⋧ᒰߥദജࠍߒߡࠆޕ
4. ㅢቇ⠌ቶߩല↪
ࠠࡖࡦࡄࠬਛᄩߦࠆ㜞ጀࡆ࡞ߩ࿑ᦠ㙚ߩ৻㓏߇ㅢቇ⠌ቶ(Learning Common)ߦߥߞߡࠆޕ࿑
ᦠࠞ࠼ࠍ߅ߡߚ႐ᚲ߇㔚▚ൻߢⓨߚߩߢ㧘ല↪ߒߡࠆߣߩߎߣߢߞߚߪߢߎߘޕᣣ
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ߦࠃߞߡᢙቇߩᤨ㑆ߣ߆‛ℂߩᤨ㑆߇ߞߡ㧘⸠✵ࠍฃߌߚ⦟ߊߢ߈ࠆቇ↢߇࠴ࡘ࠲ߣߒߡᵷ㆜
ߐࠇߡቇ↢ߩ⋧⺣ߦਸ਼ߞߡࠆ ࠍࠇߎޕlearning common program ߣࠎߢࠆޕቇߦⴕߞߚᤨ
߽㧘߇ߢ߈ࠆ߶ߤߩ⋓ᴫߛߞߚࠄ߆߁ߣࠆ߽ߦࠢࡃޕ㧘☨࿖ߩᄢቇߢߪߎࠇ߽ᮡḰᣉ⸳
ߦߥߞߡࠆߩߛࠈ߁ޕ
5. ⊒ዷᲑ㓏
ࡑࠨ࠴ࡘ࠶࠷ᄢߪࡃࠢߣ㆑ߞߡᢎ⢒ߦߪ߿߿⊛ߥะߩࠆᄢቇߛ߇㧘ߘࠇߢ߽ᄢ
ဳࠢࠬߩ ICT ൻ߿ᣇะൻߪ߆ߥࠅ೨ߦ⚳ࠊߞߡࠆޕᬺߩࠦࡦࡇࡘ࠲ൻߪ necessary evil ߛ
ߣ⸒ߞߡߚߩߎޕ㕙ߢࠊࠇࠊࠇߪ 10 ᐕㄭߊㆃࠇߡࠆޕ
ቇ㓙⊛ߥ⑼ቇ࠹ࠪᢎ⢒ߦߟߡ㧘ᣂ✚㐳ߪ৻↢ ߩࠃ߁ߛ߇㧘႐ߦߪᶐㅘߒߡߥޕ
ㇱዪߪ┹⊛ߥⅣႺߩ߽ߣߢ㧘߹ߛ⥄Ꮖቢ⚿⊛ߦࠦࠬࠍዷ㐿ߒߡࠆᮨ᭽ߩߘޕὐߢ㧘ർᄢߪ߿߿
వࠍⴕߞߡࠆߣ߁ශ⽎ࠍ߁ߌߚޕ
㧔ṛᦼ㑆㧦2008 ᐕ 10  27~28 ᣣ㧕

㚅᷼ᄢቇߢߩ࿖㓙ળ⼏
Enhancing Learning Experiences in Higher Education: International Conference 2010
ጊ↰ ㇌㓷

2010 ᐕ 12  2~3 ᣣ㧘㚅᷼ᄢቇߦ߅ߡ Enhancing Learning Experiences in Higher Education:
International Conference 2010 ߇㐿ߐࠇߚߩߎޕᄢળߪ㧘ᢎ⢒㑐ଥ⠪߿ቇ↢߇৻หߦ㓸߹ࠆ႐ࠍឭ
ଏߒ㧘
ᓟߩ㜞╬ᢎ⢒ߩ⊒ዷߦߟߥ߇ࠆታ〣ႎ๔߿ߩ࠻ࡦ࠼ࠍߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆޕ
㚅᷼ᄢቇߩ Centre for the Enhancement of Teaching and Learning (CETL)߇ਥߒ㧘ࠕࠫࠕߩਛ
ᔃࠄߒᵴ᳇ߩࠆ㔓࿐᳇ߢⴕࠊࠇߚߪࠇߘޕ㧘ోળ߇㚅᷼ᄢቇߩቇ↢ߦࠃࠆߣ࠳ࡦࠬߢߪߓ߹
ࠆߣ߁ᗧᄖᕈߦ߽ࠇߡߚޕ
ၮ⺞⻠Ṷߢߪ㧘ߎࠇ߆ࠄߩᢎ⢒ᴺ߿ FD ߪࠃࠅലᨐ⊛ߦⴕࠊࠇࠆߴ߈ߢ㧘⸽(evidence)ࠍ㓸ߥ
߇ࠄ⛮⛯⊛ߥታ〣߇ᄢߢࠆߎߣ㧘ߩ⇇ߩᄙ᭽ߐ⽺࿎ᩰᏅߩਛ㧘␠ળ⊛୶ℂ⊛ᱜࠍቇ
↢ߦવ߃ࠆߦߪ㧘
ᢎ⢒႐ߦ߅ߌࠆᄙ᭽ᕈࠍ↪ߔࠆߎߣ߇⸃ߩ♻ญߣߥࠆߎߣߥߤ߇ㅀߴࠄࠇߚޕ
ಽ⑼ળߪ㧘
ޟ㜞ᩞ߆ࠄᄢቇ߳ߩ⒖ⴕߣೋᐕᰴߢߩ⚻㛎ޠ
ࠍࡓࡘࠠࠞޟㅢߒߚ࠹ࠪᢎ⢒ޠ
ޟ
㛎ቇ⠌ߣ⺖ᄖቇ⠌ߤߥޠ㧘ቇ↢ߩᄢቇ↢ᵴߦኒធߥࠨࡉ࠹ࡑ߇ᄙߊ⸳ቯߐࠇߡߚޕ
ߚߣ߃߫㧘ᣣᧄߩ㜞ᩞ߹ߢߩୃቇࡌ࡞߇㜞ߎߣߦᵈ⋡ߒ㧘㜞ᩞߩߤߩᢎ⑼ߩᚑ❣߇ᄢቇߩ EPA
(English for Academic Purposes)ߩᓧὐߣ⋧㑐߇ࠆ߆ࠍ⺞ᩏߒߚ⊒߇ߞߚޕEPA ߩ࠺ࠖࡦ
ࠣߩᓧὐߪ߶ߣࠎߤߩ㜞ᩞߩᢎ⑼ߩᚑ❣ߣ⋧㑐߇㜞ߊ㧘
ࠬ࠾ࡦࠣߪ߹ࠅ⋧㑐߇ࠄࠇߥߣ߁ޕ
ࠢ࠶ࠞ߿ Moodle㧔ࠦࠬࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓ㧕ߩታ〣ႎ๔߇ⴕࠊࠇߚಽ⑼ળߦߪ㧘ㄭઍ⊛
ߦ࠺ࠩࠗࡦߐࠇ㧘IT ⸳߇ቢߐࠇߚㇱደ߇↪ᗧߐࠇߡߚߩߎޕႎ๔ߢߪ㧘Moodle ࠍࠞࠠ
ࡘࡓࠢࠬߏߣߩ⥄↱ߦ⾰ߒว߃ࠆឝ␜᧼ߣߒߡᵴ↪ߒߡߚߩࡉࠖ࠹ࠗࡀࡦࡁޕቇ↢߇⧷⺆
ߩ⺆ᒵߩᣇࠍ⾰ߔࠆߥߤ㧘᳇シߦ↪ߢ߈ࠆⅣႺߣߥߞߡࠆࠃ߁ߛߚ߹ޕ㧘ᦠ߈ㄟߺࠍߒߥ
ቇ↢߽㑛ⷩߪߒߡࠆߎߣ߇ᄙߊ㧘߹ࠊࠅߩቇ↢߇ߤߩࠃ߁ߦ㗴ࠍ⸃ߒߡࠁߊߩ߆ࠍࠆߎߣ

֣52 ֣

ޟᰴઍ FD ߩ⎇ⓥޠႎ๔ᦠ (2011)

߇ߢ߈㧘ෳ⠨ߦߥߞߡࠆߣ߁ޕ
ߘߩઁߦ߽㧘
ቇ↢ߦࠃࠆ⥄ಽߩᄢቇࠍࠃࠅ⦟ߊߔࠆߚߩ⎇ⓥ⸘↹ߥߤ㧘
ᄙᓀߥಽ⑼ળ߇ⴕࠊࠇߚޕ
⧷ㅪ㇌⻉࿖߆ࠄߩෳട⠪߇ᄙߊ㧘ධࠕࡈࠞ㧘ࠬࠦ࠶࠻ࡦ࠼ߥߤ㧘ᚒߪߦޘ㚔ᨴߺߩ߁ߔၞ
ߩᄢቇߢߩข⚵ߦߟߡ߽⡞ߊߎߣ߇ߢ߈ߚߩࠄࠇߘޕၞߢ߽㧘ᢎ⢒ᡷༀߩ⺖㗴ߣᣇ⇛ߪ߶߷ㅢ
ߥߩ߇ශ⽎⊛ߛߞߚޕ
2ņ㧚࿖ౝ⎇ⓥ

2008 ᐕᐲᒄ೨ᄢቇ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ
ޟᣣᧄ⺆ߦࠃࠆ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩᚑޠ
ጊ↰ ㇌㓷

2008 ᐕᐲᒄ೨ᄢቇ FD ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊޟᣣᧄ⺆ߦࠃࠆ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩᚑޠ
㧔2008
ᐕ 11  29~30 ᣣ㧕ߦෳടߒߚޕ
߹ߕ㧘ࠞ࠽࠳࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇቇ⠌ᢎ⢒ࡦ࠲㐳ࡦ࠹ࠗඳ჻ߩࠢ࠴ࡖߣ㧘ᒄ೨
ᄢቇ 21 ♿ᢎ⢒ࡦ࠲ᜬᢎߩ⠡⸶⸃⺑ߢ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩ⚦ߥ⺑ߩ
ߣ㧘ฦෳട⠪߇⥄ಽߩ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝࠍᚑߒߚޕ
ᒄ೨ᄢቇߢߪ㧘5 ੱ߶ߤߩᢎຬ߇࠳࡞ࡂ࠙ࠫᄢቇߩ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝ⻠⠌ࠍ⚻㛎ߒ㧘
ኾ㐷ߩࡔࡦ࠲ࠍㅢߒߡ⥄ಽߩ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝࠍᚑߔࠆ⚻㛎ࠍᜬߞߡࠆࠄࠇߘޕ
ߩ⚻㛎⠪߇࿁ߩࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߢ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝᚑߩࡔࡦ࠲ᓎࠍോߡߚޕ
ෳടᢎຬߪ 20 ฬ߶ߤߢ㧘ࡔࡦ࠲ߪ 1 ੱߢ 4, 5 ੱߩ㕙ୟࠍߺࠆޕ
ᜬ᳁߇ᚑߒߚ೨ࠕࡦࠤ࠻ߦ࿁╵ߒߚౝኈߣ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩᦠᑼࠍ߽ߣߦ㧘
ෳടᢎຬߘࠇߙࠇ߇ᢥ┨ࠍᚑߒ㧘ᢙ࿁ࡔࡦ࠲ߦ⋧⺣ߔࠆᒻߢㅴⴕߒߚޕ
ߎߩ⻠⠌ળߢࡔࡦ࠲ߪ㧘⚻㛎⠪ߣߒߡߩࠕ࠼ࡃࠗࠬ߿㧘⥄ಽ߇ߥߗᄢቇߢᢎ߃ߡࠆߩ߆㧘ࠍ
ᦸࠎߢࠆߩ߆ࠍᤋߒߔߚߩ⋧⺣⋧ᚻߣߒߡᯏ⢻ߒߡߚޕ
ᜬ᳁ߪ㧘࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߪᦠ㘃ࠍ߆߈㓸ߚ߽ߩߢߪߥߊ㧘ߊ߹ߢੱߦ⺒ࠎߢ
߽ࠄ߁ߚߩ߽ߩߢ㧘⥄ಽߩ߹ߢߩᢎ⢒ᵴേ߇ߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߆ࠍᚻߊવ߃ࠆᢥ┨ߦߔࠆߎߣ߇
ᄢߛߣᒝ⺞ߒߡߚ⥄ޕಽࠍᄁࠅㄟߚߩ⥄Ꮖ⚫ᢥߢࠅ㧘⺒ࠎߢߡᢎቶߩᖱ᥊߇⋡ߦᶋ߆
߱ࠃ߁ߥ߽ߩ߇⦟࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߣߐࠇࠆߒ߆ߒޕ㧘ᚑᤨ㑆߇චಽߢߪߥߊ㧘࠹
ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߩᒻߦቢᚑߐߖࠄࠇࠆෳട⠪ߪ߶ߣࠎߤߥ߆ߞߚޕ
⎇ୃળߣߒߡ㧘ᄙዋ㗴ὐ߽ᗵߓߚߩࠝࠜࡈ࠻ࡐࠣࡦ࠴ࠖ࠹ޕᚑߦߚࠅ㧘߶ߣࠎߤߩ
ᤨ㑆ࠍ 1 ੱߢ㤩ߣޘᢥᦠᚑࠍⴕ߁ߎߣ㧘ߘߒߡቢᚑߦߪ⥋ࠄߥߎߣߚ߹ޕ㧘ෳട⠪ߪࠞ࠽࠳ᧄ႐
ߩ࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡐ࠻ࡈࠜࠝߣ⥄ಽߩ࠾࠭ߣߩ㑐ଥ߇ࡇࡦߣ߈ߡ߅ࠄߕ㧘ߔߢߦ࠹࠾ࡘࠕ㧔⚳
り㓹↪㧕ߩᢎຬߦߥߞߡࠆੱߚߜߦߣߞߡ㧘
⥄ޟಽߩᄁࠅㄟߺߩ߳ޠᔕ߇㊰ߎߣߥߤߢࠆޕ
ߣߪ߃㧘ෳട⠪ߩᄙߊ߇࠹ࠖ࠴ࡦࠣࡈࠖࡠ࠰ࡈࠖߦߟߡࠁߞߊࠅ⠨߃ࠆᤨ㑆߇ᜬߡߚߎ
ߣࠍ༑ࠎߢࠆࠃ߁ߛߞߚޕ
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ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ㧘ᵹㅢ⑼ቇᄢቇߩ GP ข⚵ߩ⺞ᩏႎ๔
ᢧ⮮ Ḱ㧘ᣣศ ᄢテ㧘┻ጊ ᐘ㧘ጟლ 㧘ᩊ↰ ᵗ

1. ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇᢙቇ⾰ฃઃቶ
2009 ᐕ 12  4 ᣣඦᓟ㧘ᄢ㒋ᐭ┙ᄢቇ㧔ᐭᄢ㧕✚วᢎ⢒⎇ⓥᯏ᭴ࠍ⸰ߒ㧘ᯏ᭴㐳ጊญ⟵ਭᢎ㧘
ቇ↢ࡦ࠲㐳㜞ᯅືᢎ㧘⛔⍹િ㇢ᢎࠃࠅ㧘ਥߦޟᢙቇ⾰ฃઃቶ⺑ߡߟߦޠ
ࠍ⡞߈㧘ฃઃቶࠍⷞኤߒߚޕ
ᐭᄢߢߪ㧘ᐔᚑ 19 ᐕᐲណᛯ․⦡ GPޟᄢቇೋᐕᰴᢙቇᢎ⢒ߩౣ᭴▽ߡߒߣޠ㧘ቇ↢ߩ⥄ਥ⊛ߥቇ⠌
ࠍჇ߿ߔߚߦ㧘ᢙቇ⾰ฃઃቶߩ㐿⸳߿㧘ೋᐕᰴᢙቇᢎ⑼ᦠߩ⛔৻㧘ᢙቇቇ⠌ᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽
ߦࠃࠆ e-learning ⅣႺߩឭଏߥߤߩข⚵ࠍㅴߡࠆޕ
⢛᥊㧦ᐭᄢߢߪ㧘ቇ↢߇ቇ⠌ౝኈߦߟߡᢎຬߦ⾰ߢ߈ࠆᯏળߣߒߡ㧘ᓥ᧪߆ࠄࠝࡈࠖࠬࠕࡢ
ᐲ߇⸳ߌࠄࠇߡߚ߇㧘ߎߩᐲߪ߶ߣࠎߤ↪ߐࠇߡߥ߆ߞߚߪࠇߎޕᢎຬߩࠝࡈࠖࠬ߇ቇ↢
ߩቇ⠌ⅣႺ߿⥄⠌ⅣႺ㧘․ߦోቇㅢᢎ⢒ߩ⻠⟵߆ࠄ㔌ࠇߡࠆߎߣߦ৻࿃߇ࠅ㧘ቇ↢ߩቇ⠌Ⅳ
Ⴚߦㄭ႐ᚲߦᢎຬ߇ะߊߎߣߢ㧘ቇ↢߇Ⓧᭂ⊛ߦ߹ߚ᳇シߦᢎຬߦ⾰ࠍߔࠆᯏળ߇↢߹ࠇࠆߣ
⠨߃ߡ㧘ోቇㅢᢎ⢒߇ⴕࠊࠇࠆ⻠⟵ౝߦ 2005 ᐕᐲ߆ࠄᢙቇ⾰ฃઃቶࠍ㐿⸳ߒߚޕ
ᜂᒰ⠪㧦ᢙቇᜂᒰᢎຬ߇ 1 ฬߕߟ㧘ᤨ㑆߹ߚߪᦐᣣߏߣߩઍߢ㧘ᢙቇో⥸ߦߟߡቇ↢߆ࠄߩ⾰
ߦኻᔕߔࠆ⹜ޕ㛎ᦼ㑆೨ߥߤ❥ᔔᦼߦߪᄢቇ㒮↢ TA㧔Ꮏቇ⎇ⓥ⑼ୃ჻ 10 ฬ㧕߽ኻᔕߔࠆޕTA ߇
ኻᔕߔࠆ⋧⺣ౝኈߪ㧘ᜂᒰᢎຬ߇ㆡಾߦᝄࠅಽߌࠆޕ
㐿ቶᤨ㑆㧦ㅢᏱ㧘ᬺᦼ㑆ߩ㨪㊄ᦐߩᤤભߺ㧔12:15~㧕
㧘4 ࠦࡑ⋡㧔14:40~㧕
㧘5 ࠦࡑ⋡㧔16:15~㧕
ߦ㐿ቶᤨ㑆ࠍ⸳ߌ㧘ᜂᒰᢎຬߩቶ੍ቯࠍ㐿ߒ㧘ቇ↢ߪ੍⚂ߥߒߢ↪ߢ߈ࠆޕ
ห৻ᤨ㑆ߦ↪⠪߇㊀ⶄߒߚ႐วߪ㧘೨ߩ⾰߇⚳ࠊࠆ߹ߢᓙߞߡ߽ࠄ㧘╙ੑߩ⾰⠪߳ߩኻᔕ
߇ᕆ߇ࠇࠆ႐ว߿㧘╙৻ߩ⾰⠪߳ߩኻᔕ߇㐳ᒁߊ႐วߪౝ✢ߢᔕេࠍ㗬ߎߣ߇ࠆޕ
⍮ߩᣇᴺ㧦ၮ␆ᢙቇ㧔✢ᒻઍᢙ㧘ᓸಽⓍಽ㧕ߩೋ࿁⻠⟵ᤨߥߤߦฦᢎຬ߇ࡈ࠶࠻ࠍ㈩ࠆޕ
ኻ⽎㧦ోቇߩቇ↢ޕᄢቇ㒮↢߇⾰ߦ⸰ࠇࠆߎߣ߽ࠆ߇㧘↪⠪ߩᄙߊߪቇㇱߩ 1,2 ᐕ↢ߢ㧘Ꮏ
ቇㇱߣℂቇㇱߩቇ↢߇߶ߣࠎߤߢࠆޕ
↪ౝኈ㧦⾰ౝኈߪ㧘
ၮ␆ᢙቇߩᬺߩౝኈ㧘ዊ࠹ࠬ࠻߿ࡐ࠻ߩౝኈߦ㑐ߔࠆߎߣ
Web ⥄⠌ࠪࠬ࠹ࡓ(webMathematica)ߦ㑐ߔࠆߎߣ
‛ℂߥߤߢᛒࠊࠇࠆᢙቇ⊛ౝኈߦ㑐ߔࠆߎߣ
ߥߤߢࠆޕၮᧄ⊛ߦ㧘⸃╵ߘߩ߽ߩࠍᢎ߃ࠆߩߢߪߥߊ㧘⠨߃ᣇ㧘⸃߿⸽ߩᦠ߈ᣇ㧘႐วߦࠃߞ
ߡߪቇ⠌ߩᣇߥߤࠍᜰዉߔࠆޕ
ᐭᄢߢߪ㧘ℂቇㇱᎿቇㇱߩߊߟ߆ߩᢙቇ⑼⋡ߢ↪ߔࠆᢎ⑼ᦠ߇⛔৻ߐࠇߡ߅ࠅ㧘⋥ធߩᬺ
ᜂᒰᢎຬߢߥߊߡ߽ᜰዉߦᡰ㓚ߪߥޕ
ᒰೋߎߩข⚵ߪ㧘ቇ⠪ߩޟᢙቇၮ␆ቇജ⺞ᩏߦޠၮߠ߈㧘ቇജਇ⿷ߩቇ↢ࠍ࠲ࠥ࠶࠻ߦߒߚ߇㧘
ታ㓙ߪࡂࠗࡌ࡞ߩቇ↢߆ࠄߩ⾰߇߶ߣࠎߤߛߞߚߚ㧘
ቇജਇ⿷ߩቇ↢ߩ↪ଦㅴࠍ࿑ߞߡࠆޕ
ߢߪ㧘ᬺߩዊ࠹ࠬ࠻߿ࡐ࠻ߩฃߌᷰߒߩ႐ᚲߣߒߡ߽↪ߐࠇ㧘ዊ࠹ࠬ࠻ߩᚑ❣߇ᖡ߆ߞ
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ߚ႐วߦߐࠇࠆ⺖㗴ߩᷝᜰዉ߽ⴕߞߡ߅ࠅ㧘ᬺߩᯏ⢻ߩ৻ㇱࠍᜂ߁ࠪࠬ࠹ࡓߣߥߞߡࠆޕ
↪⁁ᴫ㧦ᄙߊߩ႐ว㧘৻࿁ߩ↪ᤨ㑆ߪ 20 ಽએౝߛ߇㧘ਛߦߪ 50 ಽએߩ↪߽ࠆޕ
ቇ↢ߩࠃߊ↪ߔࠆᤨ㑆Ꮺߪ㧘ᤤભߺ߿ᬺߩߥᤨ㑆ߢࠆޕ↪ߩ߈ߞ߆ߌߪ㧘⚖↢߇ਅ⚖
↢ߦવ߃ࠆ႐ว߽ࠅ㧘⾰ฃઃቶߪቇ↢ߩ㑆ߦᶐㅘߒߡࠆߣ߃ࠆޕ
ᐕ㑆ߩ↪⠪ᢙߪ㧘2008 ᐕᐲߪ 800 ੱ⒟ᐲ㧘ߚࠅߢߪ㧘೨ᦼ 120 ੱ㧘ᓟᦼ 60 ੱ߶ߤߢࠆޕ
ߥ߅㧘ᐭᄢߩ৻ቇᐕߩቇ↢ᢙߪ߅ࠃߘ 1,500 ੱߢࠆޕ
⾰ౝኈ߿⸥ߩ࠺࠲ߪ㧘ᜂᒰߒߚᢎຬ߇ߘߩㇺᐲ㧔ᚻᦠ߈ߦࠃࠅ㧕⸥㍳ߒߡࠆޕ
ߘߩઁߩข⚵㧦ൻቇ㧔ㅳ 3 ࿁㧕
㧘ᖱႎቇ㧔ᖱႎಣℂ㧕
㧔ㅳ 1 ࿁㧕ߩ⾰ฃઃቶ߽㐿⸳ߐࠇߡࠆޕ
ߘߩ߶߆㧘⥄⠌ᡰេߩข⚵ߣߒߡ㧘ᢙቇߣൻቇߩ web ቇ⠌ࠪࠬ࠹ࡓ߇ᢛߐࠇ㧘⧷⺆ߩ podcast
ߥߤ߽ࠄࠇߡࠆ⺆ޕቇߦ㑐ߒߡ߽㧘CALL ᡰេቶߢࠈࠈߥቇ⠌ᡰេߩข⚵㧔TOEIC ኻ╷㧘
native ᢎຬߣߩળߥߤ㧕߇ⴕࠊࠇߡࠆޕ
ᚑᨐߣ⺖㗴㧦ቇ⠌ᡰេߩข⚵ߪ⋥ߜߦᚑᨐ߇߃ࠆ߽ߩߢߪߥ߇㧘ߎߩข⚵ࠍㅢߓߡ㧘ᬺౝኈ
ߩℂ⸃ߦኻߔࠆቇ↢ߩᗧ⼂߿㧘ቇ↢ߪၮᧄ⊛ߦ߹ߓߢ᧼ᦠࠍᅢߎߣߥߤ㧘ቇ↢ߩะࠍ⍮ࠆߎߣ
߇ߢ߈ߚߣ߁ޕ
ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡߪ㧘
ࠕࡦࠤ࠻╬ߦࠃࠆቇ↢ᗧ⼂ߩ⸃ᨆ߇ᔅⷐߣߩߎߣߢߞߚޕ
߹ߚ㧘IR ߩಽᨆ⚿ᨐߢߪ㧘⹜ᚑ❣ߣቇᓟߩᚑ❣ߦߪ⋧㑐߇ήߊ㧘1 ᐕᰴߣ 4 ᐕᰴ߹ߢߩᚑ❣ߦ
ߪ⋧㑐߇ࠅ㧘࿁ߩ GP ߩࠃ߁ߥೋᐕᰴߩᢎ⢒ᡰេ߇ᓟ߽㊀ⷐߣ߁ߎߣߢߞߚޕ
ⷞޣኤᓟߩᗵᗐޤᐭᄢߩᢙቇ⾰ฃઃቶߢߪ㧘࠲ࠥ࠶࠻ࠍ․ߦℂ♽ߩቇ↢ߦ⛉ࠅ㧘ᢎຬ߇Ⓧᭂ⊛
ߦขࠅ⚵ߎߣߢ㧘ኾ㐷⊛ߥౝኈ߽ߚ߈⚦߆ߥᡰេ߇ᢛ߃ࠄࠇߡࠆޕ
⸰ߒߚᤨ㑆ߦቇ↢߇᧪ቶߖߕ㧘ታ㓙ߩⒿߩ᭽ሶࠍࠆߎߣߪߢ߈ߥ߆ߞߚ߇㧘࠺࠲߆ࠄ㐿⸳
એ᧪㗅⺞ߦᶐㅘߒ↪ߐࠇߡࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
⺑ߩਛߢޟ࿁╵ߘߩ߽ߩߢߪߥߊ㧘࿁╵߹ߢߩࡊࡠࠬ߇ᄢಾࠅ➅ߣޠߐࠇ㧘ቇ↢ߩ⥄┙⊛ߥ
ᕁ⠨⢻ജࠍ⊒ዷߐߖࠃ߁ߣߔࠆᢎຬߩᆫ߇ᒝߊᗵߓࠄࠇ㧘ශ⽎⊛ߛߞߚޕ
㜞ᯅᢎߦࠃࠇ߫㧘ᢙቇ⾰ฃઃቶߪዊⷙᮨߛ߇㧘ዋߥ੍▚ߢ߽ቯߒߡㆇ༡ߢ߈ࠆࡔ࠶࠻߇
ࠆߣ߁ޕቇ⠌ᡰេߩ⚵❱ㆇ༡ߦߟߡㆡಾߥࠨࠗ࠭ࠍ᭴ᗐߔࠆߎߣߪ㧘ർᄢᵹߩቇ⠌ᡰេࠪࠬ࠹
ࡓߩ᭴▽ߦ߽⋉ߥⷰὐߣᕁࠊࠇࠆޕ
ၮ␆⊛ߥᬺ⑼⋡ߦߟߡߩࠨࡐ࠻߇ߒߞ߆ࠅߒߡ߅ࠅ㧘ࠬ࠲࠶ࡈߦࠃࠆቇ↢ߣߩኻ㕙ߢߩ⋧⺣
ฃઃߣ߁ၮᧄࠬ࠲ࠗ࡞ߪർᄢߢ߽ലߛࠈ߁ޕ
ᬺᜂᒰ⠪ߦࠃࠄߥኻᔕߩߚߦߪ㧘ᐭᄢߩࠃ߁ߦ⛔৻ᢎ⑼ᦠߩዉ߇ℂᗐ⊛ߢࠆޕ
ർᄢߢߪ㧘ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲ߩ⡯ຬ߿ TA ߇ቇ⠌ᡰេࠍⴕ߁੍ቯߢ㧘ߩߣߎࠈᢎ
ຬߦࠃࠆኻᔕߪ੍ቯߐࠇߡߥ߇㧘ࠕ࠼ࡃࠗࠩᢎຬߦࠃࠆቇ⠌ᜰዉ㧘ࠆߪోቇᢎ⢒ᜂᒰᢎຬ
ߦࠃࠆ⥃ᤨ⊛ߥᜰዉߥߤ߽㧘႐วߦࠃߞߡᔅⷐ߆߽ߒࠇߥޕዋߥߊߣ߽㧘⻠⟵ᜂᒰᢎຬߣߩㅪ៤ߪ
ਇนᰳߣᕁࠊࠇࠆ߇㧘
ߘߩߚߦߪᢎຬߦᄢ߈ߥ⽶ᜂ߇߆߆ࠄߥࠃ߁ߥࠪࠬ࠹ࡓࠅ߇㊀ⷐߛࠈ߁ޕ
߹ߚ㧘ߤߩࠃ߁ߥቇ↢ࠍਥߥኻ⽎ߦߔࠆߩ߆㧘࠲ࠥ࠶࠻ࠍ⏕ߦߔࠆߎߣ߽ᔅⷐߢࠈ߁ޕ
࿁ߩⷞኤߢߪ㧘ߎ߁ߒߚߐ߹ߑ߹ߥⷰὐߦߟߡታ㓙⊛ߥข⚵ߩ᭽ሶࠍ⺞ᩏߔࠆߎߣ߇ߢ߈㧘ᧄ
ቇߢߩቇ⠌ᡰេߠߊࠅߦߣߞߡෳ⠨ߦߥߞߚޕ
2. ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ
12  5 ᣣඦ೨㧘ᵹㅢ⑼ቇᄢቇ㧔ᵹ⑼ᄢ㧕ቇ⠌ᡰេࡦ࠲ࠍ⸰㧘ㄭ⮮ᢕോ㐳ࠃࠅߘߩᵴേߦߟ
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ߡ⺑ࠍฃߌ㧘หࡦ࠲ౝࠍⷞኤߒߚޕ
หᣣඦᓟ㧘╙ 3 ࿁․⦡ GP㧔ᐔᚑ 19 ᐕᐲ㧕ណᛯ⸥ᔨࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓోޟቇ⊛㐿ᬺᐲࠍゲߣߒߚ
FD ᵴേ㧘3 ᐕ㑆ߩᚑᨐߣ⺖㗴ߦޠෳടߒߚޕ
2.1 ቇ⠌ᡰេࡦ࠲
⢛᥊㧦ࠦࡦࡇࡘ࠲ቶߩ〔ࠍ↪ߒߡ㧘2008 ᐕ 5 ߦ㐿⸳⟵⻠߿߿ޕ߆ࠄ㔌ࠇߚ⟎ߦࠆޕ
⍮ߩᣇᴺ㧦ೋᐕᰴߪߓߩࠟࠗ࠳ࡦࠬߢߩ⚫㧘ࡦ࠲߳ߩ࠷ࠕߥߤߢ㧘ቇ↢ߦ⍮ߐࠇࠆ
ࠃ߁ߦߒߡࠆޕ
ᜂᒰ㧦ോ⡯ຬ 2 ฬߣ㜞ᩞ OB ᢎຬᢙฬ㧔㕖Ᏹൕ㧦ㅳߦ 2 ᣣ⒟ᐲ㧕߇㈩⟎ߐࠇߡࠆޕTA ߦࠃࠆ
ኻᔕߪߥޕዞ⡯ᵴേߦ㑐ߔࠆࡇࠕࠨࡐ࠻ߪࠠࡖࠕࡦ࠲ߢⴕߞߡࠆޕ
ኻ⽎㧦ోቇߩቇ↢৻ޕቇᐕߩቇ↢ᢙߪ߅ࠃߘ 900 ੱߢࠆޕ
↪ౝኈ㧦㜞ᩞ OB ᢎຬߪ㧘ਥߦ㜞ᩞߢቇ߱ౝኈߩᢙቇ㧘࿖⺆㧘␠ળ㧘⧷⺆ߥߤၮ␆⊛⑼⋡ߩ⾰
ߦߦኻᔕߒߡࠆ⺣⋧ޕౝኈߪ․ߦ㒢ߪߥ߇㧘ᄢቇߩᬺߢᛒࠊࠇࠆౝኈߩ⾰ߪ߶ߣࠎߤ
ߥ߆߶ߩߎޕ㧘ዞ⡯⹜㛎 SPI ኻ╷ߩᜰዉ㧘ᢙฬࠍኻ⽎ߣߒߚ੍⚂ߩࠨࡐ࠻⻠ᐳ߿㧘ࡐ
࠻ߩᦠ߈ᣇᜰዉ⻠ᐳߥߤ߽ⴕࠊࠇࠆޕ
ቇ⠌એᄖߩߐ߹ߑ߹ߥ⋧⺣㧘ᢎോ⺖߿ઁߩㇱ⟑߇ኻᔕߔߴ߈ౝኈߦ߽㧘ോ⡯ຬ߇ኻᔕߒߡࠆޕ
ቇୃ㧔ጁୃ㧕㑐ଥߩ⾰߿ዞ⡯ᵴേߦ㑐ߔࠆ⋧⺣ߥߤ߽߹ࠇࠆߚ㧘ஜቶ߿ቇ↢⋧⺣⓹ญ㧘ࠠࡖ
ࠕࡦ࠲ߣߩㅪ៤߽ᔅⷐߢ㧘
ᢎോ㑐ଥߩቇ↢ᖱႎࠍฦㇱዪߢߢ߈ࠆࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ਛߢࠆޕ
ㄭ⮮᳁ߦࠃࠇ߫㧘ೋߡ⸰ࠇࠆቇ↢ߪᘠࠇߥ᭽ሶߛ߇㧘ᐲ߆ߒߡࠇ߫ࡇ࠲ߦߥࠆน
⢻ᕈ߽ࠅ㧘ߘߩᗧߢ߽⡯ຬߩ߆ࠄߩჿ߆ߌ߇ᄢಾߣߩߎߣޕ
ᣉ⸳⸳㧦ࠣ࡞ࡊߢ߃ࠆ࠹ࡉ࡞߿㧘ߩࡉࠬߥߤ߽ᢙᄙߊ⸳⟎ߐࠇ㧘ࠅ⥄↱ߢ㧘
ቇ↢ߪ⥄⠌ࠬࡍࠬߣߒߡ↪ߒߡࠆ߽ࡦࠦ࠰ࡄޕᢙบ⟎߆ࠇߡߡ㧘ቇౝߩઁߩ႐ᚲߣหߓⅣႺ
ߩࡄ࠰ࠦࡦࠍ⥄↱ߦ↪ߢ߈ࠆ߆߶ߩߘޕ㧘ᢎຬ߇ࠝࡈࠖࠬࠕࡢߩ႐ᚲߦ↪ߔࠆߎߣ߽ࠆޕ
15~20 ੱ⒟ᐲߩᬺ߇ߢ߈ࠆࠬࡍ߽ࠬࠆޕ
↪⁁ᴫ㧦⸳┙㧝ᐕ⋡ߩ 2008 ᐕᐲߢߪ㧘ᐕ㑆ߩో↪⠪ᢙߩߴ⚂ 2,200 ੱߩ߁ߜ㧘⥄⠌ࠬࡍࠬ
ߣߒߡߩ↪߇⚂ 1,400 ੱ㧘ቇ⠌╬ߩ⋧⺣߇⚂ 600 ઙ㧘ࡄ࠰ࠦࡦߩᠲߦ㑐ߔࠆ⾰߇⚂ 200 ઙߢ
ࠆޕᄙߊߩ↪⠪߇ⶄᢙ࿁↪ߒߡࠆޕਥߥ↪⠪ߪ 1,2 ᐕᰴߩቇ↢ߢࠆޕ
ߎ߁ߒߚ࠺࠲ߪ㧘⡯ຬ߇↪⁁ᴫࠍߡ⸥㍳ߔࠆޕᓟߪ↪⁁ᴫࠍ࠺࠲ࡌࠬൻߒ㧘ઁߩ㑐
ㅪㇱ⟑ߣᖱႎߩࠍ࿑ࠆߎߣ߇ᬌ⸛ߐࠇߡࠆޕ
ߘߩઁߩข⚵㧦ࡄ࠰ࠦࡦߦࠃࠆ⥄⠌ࠪࠬ࠹ࡓ߇㧘ᄙߊߩ⻠⟵ߦኻߒߡᢛߐࠇߡࠆޕ
ⷞޣኤᓟߩᗵᗐޤᵹ⑼ᄢ⠌ᡰេࡦ࠲ߢߪ㧘ർᄢࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠨࡐ࠻ផㅴቶߢᬌ⸛ߒߡࠆ
ࠃ߁ߥ㧘ᄢቇߩᬺߦ㑐ߔࠆቇ⠌ߩࠨࡐ࠻ߪ߶ߣࠎߤⴕࠊࠇߡߥޕ
ߚߛߒ㧘ࡦ࠲ౝߦߪචಽߥࠬࡍࠬ߇ࠅ㧘ቇ↢߇᳇シߦ┙ߜነߞߡ⥄⠌߇ߢ߈ࠆ႐ᚲߣߒߡ
ࠃߊᯏ⢻ߒߡࠆޕർᄢߢߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥ⥄⠌ࠬࡍࠬߪᔅߕߒ߽චಽ↪ᗧߐࠇߡߥޕቇ↢ߩቇ
⠌ᡰេ㧘․ߦ⥄⠌ᡰេߦߪ㧘ߎߩࠃ߁ߥ႐ᚲߩឭଏ߽ߡᡰេࠍ⠨߃ࠆᔅⷐ߽ࠆߣᕁߞߚޕ
ࡦ࠲ߢߪዞ⡯ኻ╷ߦജࠍࠇࠆߥߤ㧘⑳┙ᄢቇࠄߒข⚵߇ߥߐࠇߡࠆ߹߹ߩߘࠍࠄࠇߎޕ
ർᄢߦᒰߡߪࠆߎߣߪߕ߆ߒ߇㧘
ታ㓙ߦᄙߊߩቇ↢ߩቇ⠌⋧⺣ߥߤߦኻᔕߒߡࠆ႐ߩ⁁ᴫ㧘
ቇ↢ߣߩធߒᣇ߿㧘ቶߒ߿ߔⅣႺߠߊࠅߩᎿᄦߥߤ㧘ౕ⊛ߥ߅߇ෳ⠨ߦߥߞߚޕ
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․ߦ㧘࿁ߩข᧚ߦᔕߓߡߊߛߐߞߚㄭ⮮᳁ߩᖱᾲ⊛ߥߒ߱ࠅߦߪᗵ㌏ࠍฃߌߚޕർᄢࠕࠞ࠺ࡒ
࠶ࠢࠨࡐ࠻ࡦ࠲ߩㆇ༡ߦะߌߡ߽㧘⋧⺣ߦ᧪ࠆቇ↢ߣ⋧⺣ߦᔕߓࠆࠕ࠼ࡃࠗࠩᢎຬߣߩ߿
ࠅߣࠅࠍ㧘ࠆ⒟ᐲౕ⊛ߦࠗࡔࠫߒߡḰ߇ߢ߈ࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
2.2 ╙ 3 ࿁․⦡ GP㧔ᐔᚑ 19 ᐕᐲ㧕ណᛯ⸥ᔨࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓోޟቇ⊛㐿ᬺᐲࠍゲߣߒߚ FD ᵴേ㧘
3 ᐕ㑆ߩᚑᨐߣ⺖㗴ޠ
ᵹ⑼ᄢߢߪ㧘ࠝࡊࡦࠢࠬ࠙ࠖࠢ(OCW)ࠪࠬ࠹ࡓߣ߫ࠇࠆ⁛⥄ߩ FD ᵴേࠍታᣉߒߡࠆޕ
ߎࠇߪ㧘ฦࡔࠬ࠲ߦ 3 ㅳ㑆 OCW ࠍ⸳ቯߒ㧘ᦼ㑆ਛߦቇౝኾછᢎຬߩ㐿⻠ߔࠆో⻠⟵ࠍኻ⽎ߣߒ
ߡ㧘Ꮧᦸߔࠆઁߩᢎຬ߇ߘࠇࠄࠍෳⷰߒ㧘ߐࠄߦ WEB ߦࠃࠆᗧ឵ߩߣ㧘ߘߩᚑᨐࠍ࠺࠲ࡌ
ࠬߦ߹ߣࠆข⚵ߢࠆޕฦᢎຬߪ㧘ઁߩᬺߩ߆ࠄ⥄ࠄߩᬺᡷༀߦᓎ┙ߟᖱႎࠍᓧࠆߛߌߢ
ߥߊ㧘ᗧ឵ࠍㅢߓߡߘ߁ߒߚᖱႎߩ↪ᕈࠍ⋧ߦ㜞ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ᧄࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߪ㧘․⦡ GP ߩ 3 ᐕ㑆ߩข⚵ታ❣߅ࠃ߮ FD ᵴേߣ㧘ᵹ⑼ᄢᢎຬߩᬺᡷༀߩข
⚵ߣ㧘ਥߦቇ↢ࠕࡦࠤ࠻ߥߤߦၮߠߡᬌ⸽⚿ᨐ߇ႎ๔ߐࠇ㧘ᧄข⚵ߢ㐿⊒ߐࠇߚ㧘㐿ᬺ
ߣෳⷰᏗᦸߩࡑ࠶࠴ࡦࠣߣᓟߩᗧ឵ࠍᡰេߔࠆ⁛⥄ߩࠝࡦࠗࡦᬺෳⷰᡰេࠪࠬ࠹ࡓ߇⚫
ߐࠇߚޕᬺෳⷰߦߟߡߪ㧘ෳⷰ⠪ߩੱᢙ߇ዋߥߊ㧘ෳⷰ⠪ห჻߿ෳⷰ⠪ߣᬺᜂᒰ⠪ߩᗧ឵
߇߹ࠅⴕࠊࠇߥߥߤߩ㗴ὐ߇ႎ๔ߐࠇߚޕ
ߎࠇߦኻߒߡ㧘ർᶏᄢ㧔⮮ᢎ㧕
㧘੩ㇺᄢ㧘ᚭᄢߩ⼂⠪߆ࠄ㧘ᬺෳⷰߪᢎຬߩ⽶ᜂߦߥࠄߥ
ࠃ߁ߥភ⟎߽ᔅⷐߛ߇Ⓧᭂ⊛ߥ FD ᵴേߣߒߡ⹏ଔߢ߈ࠆ㧘ᬺෳⷰߩߣߩ⸛⺰߇㊀ⷐ㧘ෳⷰ
ᬺࠍᜰቯߔࠆߥߤෳⷰ⠪ࠍჇ߿ߔߚߩᡷༀ╷߇ᔅⷐ㧘ೋᐕᰴቇ↢ߩℂ⸃ᐲḩ⿷ᐲߩૐਅߦኻߒߡ
ߪᢎຬߩ FD ߛߌߢߥߊ㧘
ࠞࠠࡘࡓᡷ㕟ߥߤߩข⚵߽ᔅⷐߢߪߥ߆㧘
ߥߤߩࠦࡔࡦ࠻߇ߞߚޕ
ࡈࡠࠕ߆ࠄߪ㧘↲ධᄢߢߪᬺ㐿ᐲߩዉߦኻߒߡᢎຬߩਇᗵ߇ᒝߊᄢ߈ߥ⊒߇ߞߚ
߇⚫ߐࠇߚޕ
ઁᄢቇߩข⚵ߣߒߡ㧘੩ㇺᄢߩࠝࡃ࠼ࠢ࠲ߦࠃࠆᬺᜂᒰ߿ዊቇᩞ߳ߩᵷ㆜ߣߞߚ․⦡
ࠆ⎇ୃᐲߩ⚫߽ߞߚޕᢎຬߛߌߢߪߥߊ㧘ߎߩࠃ߁ߥ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪߳ߩᡰេߩలታߪ㧘ർᄢ
߽ᓟขࠅ⚵߹ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ⺖㗴ߢࠈ߁ޕ
ⷞޣኤᓟߩᗵᗐޤർᄢᣇᑼߩ FD ߦᲧߴ㧘ታ㓙ߩᬺࠍ㗴᧚ߣߔࠆᵹ⑼ᄢ FD ߪࠃࠅታ〣⊛ౕ
⊛ߢ㧘ᢎຬ߇ᬺᡷༀߦᓎ┙ߟ⍮⼂ࠍ⋥ᗵ⊛㧘⋥ធ⊛ߦขࠅࠇࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆὐߢ㧘⦟ᐲߢ
ࠆߣᗵߓߚߒߛߚޕ㧘߿߿⊛㧘႐ߚࠅ⊛ߢ߽ࠅ㧘ർᄢᣇᑼߩࠃ߁ߦℂ⺰ߣታ〣ࠍ⋧ߦ⎇ୃ
ߢ߈ࠆ႐߽ᔅⷐߣᗵߓߚޕቇ⠌ᡰេߣ FD ߩ㑐ㅪߦߟߡ߽⠨߃ࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣ߇ℂ⸃ߢ߈ߚޕ

2010 ᐕᐲർᶏᄢቇ SD ⎇ୃ
ᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ޟᄢቇ⡯ຬߩᗧ⼂ᡷ㕟ߣࠠࡖࠕᒻᚑߡߟߦޠ
ᧁ ⚐

ᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ߪ㧘ᄢቇ⡯ຬ߇ᢎຬߣߣ߽ߦᄢቇᡷ㕟ߩ㊀ⷐߥᜂᚻߣߒߡߘߩኾ㐷ᕈࠍ㜞ࠆ
ቇ⠌⎇ୃߩ႐ߣߒߡ㧘ർᶏᄢቇ㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚วࡦ࠲ߣᢎ⢒ቇ⎇ⓥ㒮߇ߒ㧘ോዪ
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ߩදജߩ߽ߣߦ 2006 ᐕᐲ߆ࠄർᶏᄢቇ㐿⻠ᐳߣߒߡታᣉߒ㧘2008 ᐕ߹ߢ 3 ࿁㐿ߒߡ߈ߚޕ
2009 ᐕᐲ߆ࠄߪ㧘ർᶏᄢቇ SD ⎇ୃޟᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ߡߒߣޠ㧘㜞╬ᢎ⢒ᯏ⢻㐿⊒✚ว
ࡦ࠲ߣᢎ⢒ቇ⎇ⓥ㒮㧘✚ോㇱੱ⺖ቇോㇱᢎോ⺖߇ਥߒ㧘ർᶏ FDSD ផㅴද⼏ળߩ⊒
⿷ߩḰߣਗⴕߒߡขࠅ⚵ߺ㧘ౝߩᄢቇߦ᩺ౝߒ㧘⑳┙ᄢቇදળ߆ࠄ߽දജࠍᓧߡታᣉߒߡࠆޕ
2010 ᐕᐲߩᄢቇ⡯ຬࡒ࠽ߪ㧘ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ㒮㧘㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴↢ᶦቇ⠌⸘↹⎇ⓥㇱ㐷㧘✚ോ
ㇱੱ⺖߮ቇോㇱᢎോ⺖ߩਥߦࠃࠅ㧘10  13~14 ᣣ㧘⊖ᐕ⸥ᔨળ㙚ࠍળ႐ߣߒߡ㐿ߐࠇߚޕ
ޟᄢቇ⡯ຬߩᗧ⼂ᡷ㕟ߣࠠࡖࠕᒻᚑߣ߽ߩࡑ࠹ߩޠ㧘ᧄቇ⡯ຬ 14 ฬࠍ㧘ౝߩ࿖⑳┙ᄢ
ቇ㧘⍴ᦼᄢቇ㧘㜞╬ኾ㐷ቇᩞ߆ࠄ 52 ฬߩฃ⻠↢߇ෳടߒߚޕෳട⠪ߩౝ⸶ߪ㧘↵ᕈ 42㧘ᅚᕈ 10 ߢ
ߞߚޕᅚᕈߩෳട⠪߇ 10 ฬߦ㆐ߒߚߩߪ㧘࿁ߪኋᴱ⎇ୃߣߪߒߥ߆ߞߚߎߣߣ㑐ㅪߒߡࠆߣ
ᕁࠊࠇࠆޕᐕ㦂ߪ㧘40~49 ᱦ߇ 18 ฬ㧘30~39 ᱦ 17 ฬ㧘20~29 ᱦ 13 ฬߢߞߚޕᄢቇോ⡯ຬߣߒ
ߡߩ⚻㛎ᐕᢙߪ 5 ᐕᧂḩ߇ 18 ฬߣᦨ߽ᄙ߆ߞߚޕߩߪ㧘ᢎോቇ↢ᡰេ♽߇ 24 ฬߢᦨ߽ᄙ
ߊ㧘ᰴߢ⽷ോ♽ 11 ฬ㧘✚ോડ↹♽ 8 ฬߢߞߚޕ
1 ᣣ⋡ߪ㧘߹ߕፉ৻᳁㧔ᗲ⍮᧲㇌ᄢቇℂ㧕ߩޟᄢቇᡷ㕟ߣ⡯ຬߩᓎഀࠍޠਥ㗴ߣߔࠆၮ⺞⻠
Ṷߢ㧘ߏ⥄りߩᣣᧄᄢቇ⡯ຬᤨઍߩ⚻㛎ࠍ〯߹߃ߡ㧘ᄢቇᡷ㕟ߩߥ߆ߢ᳞ࠄࠇࠆᣂߚߥ⡯ຬ
ߥߤࠍ߅ߒߚߛߚޕᰴߢਛፉ⧷ඳ᳁㧔ฬၔᄢቇಎᢎ㜞╬ᢎ⢒ផㅴᯏ᭴ቴຬಎᢎ㧕ߦࠃ
ࠆ㧘ౝ࿖⑳┙ᄢቇߩ⺖㐳⡯ࠍኻ⽎ߦߒߚ㕙ធ⺞ᩏߩ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߚޟᄢቇ⡯ຬߪߤ߁⢒ߟ߆ߦޠ
㑐ߔࠆႎ๔ߩߩߜ㧘ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍⴕߞߚޕ
ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊߪ 9 ࠣ࡞ࡊߦಽ߆ࠇ㧘1 ฬߕߟᢎຬ߇ࡈࠔࠪ࠹࠲ߣߒߡߟߚޕฃ⻠⠪߳
ߩ೨⺞ᩏࠍ߽ߣߦ㧘(1)⡯ຬᗧ⼂㧘⡯႐ᗧ⼂ߩ⁁߆ࠄ㗴ὐࠍតࠅ㧘(2)ߘࠇࠄߦኻߒߦޘขࠅ⚵
ߴ߈ᡷༀ╷ࠍߒว㧘(3)ߘࠇࠄࠍㅴߡߊߚߦ᳞ࠄࠇࠆᄢቇߩᡷ㕟ߦߟߡᗧ឵ࠍⴕ
ߞߚޕ1 ᣣ⋡⚳ੌᓟߦߪᖱႎ឵ળ߇ⴕࠊࠇ㧘᥉Ბᵹߔࠆߎߣߩዋߥ㧘ઁᄢቇ߿ઁㇱዪߩฃ⻠↢
ห჻ߢⷫ⌬ࠍᷓߚޕᓟࠕࡦࠤ࠻ߦߪઁޟᄢቇ㧘ઁ⡯⒳ߩੱߣߩᵹߩᯏળߪߥ߆ߥ߆ߥߩߢ
⾆㊀ߛߞߚ┙⑳ޟޠᄢቇߩੱߣߩᵹߩᯏળߪߥ߆ߥ߆ߥߩߢ⾆㊀ߛߞߚ߁ߣޠᗧ߇ߞߚޕ
2 ᣣ⋡ߪ㧘⮮ᶈ┨᳁㧔ᗲᇫᄢቇಎᢎ㧕ߩ㧘྾࿖ߦ߅ߌࠆవㅴ⊛ߥ SD ߩߥߤࠍෳ⠨ߣ
ߒߚޟᄢቇ⡯ຬߦ᳞ࠄࠇࠆ⢻ജߦߟߡ⠨߃ࠆߩࡑ࠹߁ߣޠႎ๔ߩߩߜ㧘ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊࠍౣ
㐿ߒ㧘ᦨᓟߦࠣ࡞ࡊߏߣߦᚑᨐ⊒ࠍⴕߞߚޕ
ᓟࠕࡦࠤ࠻ߢߪ㧘ෳട⠪ߩᄙߊߪ࿖⑳┙ߩߐ߹ߑ߹ߥᯏ㑐߆ࠄ㧘⚻㛎߽ᐕ㦂߽⇣ߥࠆᄙ᭽ߥ
⡯ຬ߇㓸߹ߞߡ㧘⡯႐ࠍ㔌ࠇߚࠅ߰ޟࠅޟߣޠ᳇ߠ߈ߩޠᯏળ߇⾆㊀ߢࠆߣߩᗵᗐ߇ߞߚޕ
ߎߩข⚵ࠍ⛮⛯⊛ߦⴕ㧘⡯ၞ߿⚻㛎ߦᄙ᭽ߥ⎇ୃߣߒߡߊߚߦ߽㧘ߩᄢቇ⡯ຬߩ⎇
ୃߩታᘒߥߤߦߟߡ࠺࠲㓸߇ਇนᰳߢࠆ⎇ޕⓥᚑᨐߦ߽ߣߠߊࡊࡠࠣࡓߠߊࠅ߇㧚ᄢቇ SD
ࠄߒข⚵ߣߒߡ⊒ዷߒߡߊߚߩ᧦ઙߢࠆޕ
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Workshop 2010
Preparing Future Faculty:
An Introduction to Teaching and Writing for Graduate Students
By lecturers from the University of California, Berkeley
Sponsor: Center for Research and Development in Higher Education
Joint-sponsors: International Education Collaboration Support Team,
Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University;
Organization of Liberal Education, University of Tsukuba
We are pleased to announce the opening of the second workshop for graduate students who wish to
improve their teaching and writing skills in English.
Period: July 21 (Wed.)-23 (Fri.), 26 (Mon.)-27 (Tues.), 2010
Place: Center for Research and Development in Higher Education, Hokkaido University (HU)
Program: See the syllabus.
Language: English
Cost: None
The workshop will be conducted by Dr. Linda von Hoene, Director of the Graduate Student Instructor
Teaching and Resource Center, University of California, Berkeley (UCB), and Dir. Sabrina Soracco,
Director of the Graduate Division Academic Services, UCB, and will be based on the workshop they
practice at UCB.
This workshop will enable participants to strengthen their teaching skills to allow better expression of
ideas in research writing, and provide a basis for effective teaching skills which is the foundation of a
career in teaching.

Dr. Linda von Hoene         Dir. Sabrina Soracco
֣59 ֣
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Syllabus:
Key Words
Course Title &
Subtitle
Instructors,
Institutions

Date
Place
Course
Objectives

Course Goal

Course Schedule

Homework
Grading System

Teaching Assistant, Syllabi, Grading Rubrics, Academic Writing
Preparing Future Faculty: An Introduction to Teaching and Writing for Graduate
Students
Eijun Senaha, Associate Professor, Graduate School of Letters, HU
Toshiyuki Hosokawa, Professor, Center for Research and Development in Higher
Education, HU
Atsushi Ando, Professor Emeritus, HU
Linda von Hoene, Director, Graduate Student Instructor Teaching and Resource
Center, UCB
Sabrina Soracco, Director, Graduate Division Academic Services, UCB
July 21 (Wed.)-23 (Fri.), 26 (Mon.)-27 (Tues.), 2010
Center for Research and Development in Higher Education, HU
To enable graduate students of any discipline to obtain basic skills and knowledge to
manage education and research through effective English communication skills as a
foundation for those considering a career in teaching at the university level. This
workshop will introduce teaching and writing skills by the renowned instructors
from UC-Berkley and introduce their Preparing Future Faculty (PFF) program.
1. Obtain knowledge and skills in teaching as preparation for teaching at the
university level.
2. Obtain knowledge and skills as a Teaching Assistant.
3. Obtain skills to write and edit proposals and essays for academic journals and job
applications.
4. Obtain knowledge and skills for giving academic presentations, participating in
discussions, and giving peer reviews in English.
5. Acquire the ability to explain the tasks of academic professions.
6. Obtain knowledge and skills as an international, academic professional.
1. Opening: Keynote Speech and Introduction
2. Basics of Teaching
3. Basics of Academic Writing
4. Designing Course Syllabi and Learning Objectives
5. Writing and Submitting Conference Proposals
6. Submitting Articles to International Journals
7. Creating and Using Grading Rubrics
8. Teaching Large Courses
9. Writing Abstracts
10. Professional Standards and Ethics in Teaching
11. Editing and Revising Writing
12. Symposium & Special Lecture
13. Student Presentations 1
14. Student Presentations 2
15. Closing: Summary and Closing Address
Preparation for oral presentations and essay writing. Your actual workload (in-class /
at-home) will be approximately 90 hours before/during/after the course.
Your grade for this course will be based on the following:
1. Class Contribution (33.3%): Attendance and active participation in each
workshop. This includes participation in large- and small-group activities;
teamwork and collegiality; and helping each other learn through peer feedback
and scholarly exchange.
2. Course Work (33.3%): Completion of assignments between sessions and use of
resources such as tutorial support and instructor office hours.
3. Final Project and Presentation (33.3%): Written and oral presentations to help
you apply and synthesize what you have learned in the workshops. Details will be
֣60 ֣
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Textbooks
Reading List
Websites

Additional
Information

provided.
No textbook required. Handouts will be distributed.
TA ታ〣ࠟࠗ࠼ࡉ࠶ࠢ / ዊ═ේ 㨯㨯ἑฬᵄ✬⪺ : ₹Ꮉᄢቇ ㇱ,
ISBN:4472403366
About the PFF Program at UCB:
International Symposium on Professional Development in Higher Education 2009,
HU & University of Tsukuba
First PFF Workshop, HU, March 2010
GSI Professional Standards and Ethics Online Course, UCB
TOEFL 500+ is advised.
Number of students to be accepted is 30.

Session 12. (Front row) Senaha, Werawan, Demura, Wakita, Soracco, von Hoene, Ayala
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Microteaching Workshop
Faculty of Letters, Hokkaido University
13:00~15:00
Wednesday, July 29, 2009

Facilitated by Jody D. Nyquist,
University of Washington
Microteaching: A Tool for Enhancing Teaching Competence
Microteaching is a valuable opportunity to learn from colleagues outside of one's discipline
teaching/learning techniques that can be adapted to one's own courses; to apply collegial
constructive criticisms to improve one's own teaching/learning strategies; and, through assuming
the student role, to sharpen one's insight into students' teaching/learning needs and expectations.
Microteaching was developed in the early and mid 1960’s by Dwight Allen and his
colleagues at the Stanford Teacher Education Program. The Stanford model emphasized a
teach, review and reflect, re-teach approach, using actual school students as authentic audiences.
The model has been adapted for college and university teaching where it has been used most
often for graduate teaching assistants, but with significant success with faculty, especially in
New Faculty Programs. It often offers a concentrated, focused form of peer feedback and
discussion. A very similar model called Instructional Skills Workshop (ISW) was developed
during the early 1970s by British Columbia’s Education Ministry as a training support program
for all college and institute faculty in British Columbia and has now spread throughout Canada,
the US and internationally. While there are significant differences between the two models,
they both share some commonalities and were designed to enhance teaching and promote open
collegial discussion about teaching performance.
A micro lesson is an opportunity to present a sample “snapshot” of what/how you teach and
to get some feedback from colleagues about how it was received. It is not intended to be an
example of your “best” teaching. It is a chance to try teaching strategies that you may not use
regularly. This is a good, safe time to experiment with something new to you or to get feedback
on a technique you’ve been trying but are not sure about its effectiveness.
The core of this experience is the presentation of a micro lesson by each participant.
When one participant presents the lesson as the instructor, the other participants become the
students for that lesson. A timer is used to keep to the STRICTLY ENFORCED 3-4 minute
time limit. Please don’t be offended if you are cut off; it will be necessary to keep to the time
limit so that everyone might participate fully. Because this time limit is strictly enforced, it
might be very helpful for you actually to practice and time yourself before you arrive. Please
DO NOT try and cram an entire body of knowledge into 4 minutes; this is designed to provide a
quick snapshot into your teaching methodology. The goal is to provide a sample of a teaching
method or style in order to get a fresh perspective on it from your learners. Your 4 minute
lesson can be excerpted from the beginning, middle or end of one course lesson and you will be
able to explain this in setting up your lesson and as part of your Microteaching Worksheet
(included in this packet). Please fill out this form and DO COME PREPARED with your
lesson (e.g., 4-6 handouts if necessary).
You have several decisions to make concerning the preparation of your micro lessons:
1) Your topic: Choose a teaching topic that you are comfortable with in order to focus on
a particular teaching method or element.
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2) Your lesson objectives: Think about and be able to articulate what you want your
students to learn from your lesson (e.g., facts, concepts, skills, and/or values) and how
your teaching methodology might work to fulfill your objectives.
3) What you want feedback on. You can specify to the group what you would like them
to focus on. For example, you may wish to have overall, general feedback or perhaps
you might wish for the group to simply attend to a specific issue, such as how you use
questions or reinforcement with students.
When you are in the role of students, you should combine the role of student and observer,
striving to create as natural a classroom setting as possible. Do not feel like you must role play
specific student behaviors, but do feel free to ask questions and comment as a learner in the
classroom environment. Try to focus on what is happening during the micro lesson.
Ground Rules
1. Respect confidentiality concerning what we learn about each other.
2. Respect agreed-upon time limits. This may be hard, but please understand that it is
necessary.
3. Maintain collegiality. We’re all in this together.
4. Stay psychologically and physically present and on task.
5. Respect others’ attempts to experiment and to take risks.
6. Listen and speak in turn, so everyone can hear all comments.
7. Enjoy and learn from the process!
CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTIVE FEEDBACK
1. It is descriptive rather than evaluative. By describing your own reactions, it leaves the
individual free to use it or not to use it as she/he sees fit. By avoiding evaluative language, it
reduces the need for the individual to respond defensively. For instance, you might say, “I
found it helpful when you wrote information on the chalkboard because...”
2. It is specific rather than general. To be told that one is “dominating” will probably not be as
useful as to be told that “in the discussion that just took place, you did not appear to be
listening to what the students were saying, and, as a student, I felt forced to accept your
arguments.”
3. It is focused on behavior rather than on the person. It is important that you refer to what a
person does rather than to what you think or imagine s/he is. Thus you might say a person
“looked a the students two or three time during the presentation” rather than that s/he is a
“noncaring instructor.” The former allows for the possibility of change; the latter implies a
fixed personality trait.
4. It is directed toward behavior which the receiver can do something about. Frustration is only
increased when a person is reminded of some shortcoming over which s/he has no control.
5. It involves sharing of information, rather than giving advice. By sharing information, you
leave a person free to decide for herself/himself, in accordance with her/his own goals and
needs. When you give advice you tell her/him what to do, and to some degree take away
her/his freedom to decide for herself/himself.
6. It involves the amount of information the receiver can use rather than the amount you would
like to give. To overload a person a feedback is to reduce the possibility that she/he may be
able to use what s/he receives effectively.
7. It is checked to insure clear communication. One way of doing this is to have the receiver
try to rephrase the feedback she/he has received to see if it corresponds to what the sender had
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in mind. No matter what the intent, feedback is often threatening and thus subject to
considerable distortion or misinterpretation.
Adapted from: Bergquist, William and Steven R. Phillips (Gary H. Quehl General Ed.). (1975).
A HANDBOOK FOR FACULTY DEVELOPMENT. Published by the Council for the
Advancement of Small Colleges, WA. D.C., Dansville Press, Inc., New York.
Microteaching Worksheet
Faculty of Letters
July 29, 2009 / W311
Background on Microteaching
Microteaching is a training technique designed to assist both new and experienced
instructors in the development of specific presentational skills such as use of visual media,
organization, clarity of presentation, ability to generate interest in subject matter, ability to
establish rapport, etc. It involves the following steps: (1) preparation by each participant of a
(3-4) minute presentation; (2) videotaping of this presentation in front of other participants and
peers; and (3) discussion of the presentation in a supportive group atmosphere.
In order to be ready for the microteaching workshop, please prepare a 3-4 minute
presentation. This should be either (1) a segment of your introductory material for a class
you will be teaching, or perhaps a portion of your course description for students, or (2) a
portion of a lesson on a key concept or issue with which you might be having difficulty
teaching. A whiteboard and an overhead projector will be available, should you wish to use
them.
Please complete the two questions below and bring this worksheet with you to the
microteaching session.
________________________________
Preparation for Microteaching (to be completed before session and brought with you)
What is your instructional objective?

(What goals do you have for student learning?)

On what aspects of your presentation would you like feedback?

_________________________________
Analysis of Microteaching Session (to be completed after your presentation during the session)
Things you would do the same if you were to give this presentation again:

Things you might do differently if you were to give this presentation again:

Possible strategies which could be used: (use back of this page if needed)
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第 58 回東北・北海道地区大学一般教育研究会を開催
平成 20 年 9 月 4 日 ( 木 ) 5 日 ( 金 )，学術交流会館

全体会では，1 日目には筑波大学・小笠原正明特任

で第 58 回東北・北海道地区大学一般教育研究会が開

教授 ( 本学名誉教授 ) が基調講演「新たな学士課程教

催されました。

育の構築― FD の義務化をめぐって―」で，「FD の

この研究会は 60 年近い歴史をもち，東北・北海道

義務化」の背景，今後の FD の発展の方向性を解説

地区の大学・短期大学約 150 校が加盟し，一般教育

し，2 日目には文学研究科・新田孝彦教授 ( 写真２)

( 教養教育，基礎教育 ) の改善に関する研究集会を毎

が事例報告「単位の実質化―小レポートと学習の記

年 1 回開催しています。北大で開催されるのは 5 回目，

録を用いた一つの試み―」で，本学の「単位の実質化」

前回は平成 6 年，旧教養部の最後の年でした。

の取組み状況，学生の「自習時間」のデータ，平成

今回は，佐伯総長 ( 写真１) を委員長，脇田副学長

18 年度からの新科目「人文科学の基礎」における小

を副委員長として，高等教育機能開発総合センター，

レポートと学習の記録を用いた「単位の実質化」の

学務部教務課を中心に，文学部，理学部，外国語教

試みの成果を紹介して，それぞれ大きな反響を呼び

育センターの全学教育科目責任者の協力を得て，2 年

ました。
( 審議のまとめ ) の公表や「FD の義務化」が追い

前から準備を進めてきました。
本年 3 月，中央教育審議会・大学分科会・制度・

風となって，研究会への関心はきわめて高く，参加

教育部会報告「学士課程教育の構築に向けて ( 審議の

者は，受付総数がおおよそ 80 校から 200 名，1 日目

まとめ )」が公表されたのを受けて，全体テーマを「新

晩の情報交換会で約 70 名，例年参加者の減る 2 日目

たな学士課程教育の構築」
，3 つの分科会のテーマを

の事例報告でも約 130 名と，例年のおよそ 3 割増の

「初年次教育・導入教育・キャリア教育」，
「高大連携・

盛会となりました。HP で広く案内をした結果，遠く

地域連携・国際連携」
，
「検証・改善・研修」とし，

関西学院大学からの参加者もありました。

合計 15 本の報告と，活発な討論が行なわれました。

詳しい内容は下記をご参照ください。

大学設置基準の改正による「FD の義務化」を受けて，

http://educate.academic.hokudai.ac.jp/center/

各大学の FD の紹介が 4 本もありました。

inform/ipan58.pdf
（安藤 厚）

写真 1.

開会のあいさつ（佐伯浩総長）

写真 2.

̆̆

事例報告（新田孝彦教授）

7

センターニュース No.76

高等教育

October 2008

( 北大高等教育総合センター )

HIGHER EDUCATION

清華大学で教育改革に関するフォーラム開催される
６月 12，13 日の両日，中国・清華大学で学生によ

ンディアナ大学に送れば，集計して結果を返してく

る大学評価を中心としたフォーラムが開かれました。

れます。それなりの料金が必要ですが，加盟大学数

主催者は同大高等教育センターの史教授です。史先

が 700 を超えており，その平均値と自校の結果を比

生は 2006 年度本学高等教育開発研究部の客員教授で

較することができます。すなわち，アンケート自体

した。テーマと発表者は表１の通りです。中国の大

が標準化されているところに，大きな価値がありま

学からの報告に加えて，インディアナ大学の報告が

す。例えば，この調査によれば昨年の米国の大学生

ありました。日本からは北大のみが参加しました。

の週あたり自習時間はおよそ 14 時間です。

大学の教育に関する評価をどうすべきかは，世

フォーラムに参加した中国の有名大学は NSSE の

界中の大学の悩みですが，一つの解決方法がイン

導入と，その結果を外部評価の材料として使用する

ディアナ大学から提示されました。学生によるカリ

ことを検討しています。本学では１年生を対象にし

キュラム評価と学生自身の学習状況を併せ持ったア

て類似の調査をしていますが，日本もこの種の標準

ン ケ ー ト 調 査 (NSSE:National Survey of Student

化されたアンケートを導入する時期に来ているのか

Engagement) で す。NSSE は 1998 年 に イ ン デ ィ ア

もしれません。

ナ大学が母体となって発足させたアンケートで，希

（細川 敏幸）

望する米国の大学は記入されたアンケート用紙をイ

表 1．プログラム

13 日午前 グローバル化の観点からの高等教育の質の

12 日午前 中国の高等教育の質評価 : 現状と課題

評価と保証
Alexander C. McCormik

Yuanyuna Duan ( 清華大学教育担当副学長 )
Daguang Wu ( アモイ大学副学長 )

( インディアナ大学高等教育センター長 )

Jin He ( フォード財団北京支所 )

Jillian Kinzie

午後 高等教育の質評価 : 考え方と実践

( インディアナ大学高等教育センター副センター長 )

Heidi Ross

Wei Bao ( 北京大学教育学部 )

( インディアナ大学アジア研究センター長 )

Toshiyuki Hosokawa ( 北海道大高等教育センター )

Yuhao Cen ( インディアナ大学大学院生 )

午後 中国の高等教育の質評価 : 将来への流れと重要性

Yan Luo ( 清華大学教育研究所助教授 )
Shaoxue Liu ( 上海交通大学高等教育研究院教授 )

Jinghuan Shi
( 清華大学高等教育センター副センター長 )

Liguo Li ( 人民大学高等教育研究所 )

Fenqiao Yan ( 清華大学高等教育センター教授 )

14

̆̆

センターニュース No.76

October 2008

写真 1.

( 北大高等教育総合センター )

清華大学・フォーラムの様子

特任教授に郭先生が着任
韓国サンジ ( 尚志 ) 大学人文社会大学国語国文学科

囲は，有機農業，高冷地

の Goag Jin ( 郭 稹 ) 先生が，特任教授として 7 月 1

野菜，韓方 ( 医療 ) の科学

日 3 月 31 日の予定で来日されました。

化，治水，ゴミ処理，防

郭先生の主な研究領域は漢文学ですが，学術研究

災，森林育成，観光誘致

審査評価委員，尚志大学人文社会大学長，尚志大学

等多岐にわたっています。

大学院長を歴任され，学術政策の企画実施にあたっ

大学内でも地熱，太陽光

てこられました。また，韓国学術振興財団の支援の

利用などの低炭素代替エ

もと『学術研究支援政策の新しいヴィジョンの模索』
，

ネルギー転換を積極的に

『学術研究支援の効率性を高める研究』等の研究成果

行っています。また，地
域の中心大学として外部評価制度の導入，研究・教

も発表しています。
10 月 3 日 ( 金 ) には，午後 6 時 30 分から 8 時ま
で「韓国尚志大学における大学改革の成果と課題」

育評価と給与への反映，大学の情報公開など，大学
改革にも果敢に取り組んでいます。
滞在中に数回の講演会を予定していますので，興

と題した講演を開催しました。それによれば，尚志
大学では環境や地域連携ネットワークを重視した目

味のある方は，ぜひご参加ください。

標をもとに産学協同事業を展開しています。その範

̆̆
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CENTER

平成 20 年度「次世代 FD 研究会」の活動
高等教育開発研究部では，大学院におけるＦＤの

7． 平成 20 年度第 2 回クラス担任会議（学生支援

拡充を目指して，「次世代ＦＤ研究会」を設置し，

ＦＤ）
：安藤，10 月 28 日（火）

平成 20 年度から 3 年間の計画で，授業改善・カリ

＊グループ討論（
「自殺防止」
「修学支援」の方
策について）の指導

キュラム開発・授業コンサルタィングを進める次世
代ＦＤプログラムの開発の研究を進めています。以

8． 第２回研究会，11 月 13 日（木）
(1) 報告

下，今年度の活動の概略を紹介します。

10：00-12：00

① ダ ル ハ ウ ジ ー 大 学（ カ ナ ダ ）TA
Professional Development Days 等の視察

1． 中国・清華大学・教育改革フォーラム参加：細

から（山岸，山田，瀬名波）

川敏幸，5 月 12 日（月）〜 13 日（火）
＊ イ ン デ ィ ア ナ 大 学 Dr. Alexander C.

② POD (Professional and Organizational

McCormic の National Survey of Student

Development Network in Higher

Engagement についての報告に注目。

Education)（ 米 国・ ネ ブ ラ ス カ 州 ）
，
UMASS 等の視察から（西森，細川，小笠原，

2． 第１回研究会，5 月 15 日（木）

馬渕）

①報告「北大の各部局ＦＤの現状について」

③米国の大学教員養成―西海岸ベイエリアの

医・小華和柾志，歯・八若保孝，工・馬場直志，

事例報告（宇田川）

水産・栗原秀幸

④北海道地区ＦＤコンソーシアム構想（安藤）

＊平成 20 年度までに，学内 18 研究科等のう

(2) 講演

ち 17 部局でＦＤが実施されている。詳細は

13：00-14：15

D r. J o d y D . N y q u i s t ( U n i v e r s i t y o f

高等教育ジャーナル第 16 号に報告を掲載。

Washington, USA; Visiting Professor

②報告「ＦＤの全国的な状況について」

of Nagoya University), “The Center for

筑波大・小笠原正明

Instructional Development and Researchʼs

③報告「これからのＦＤについて―米国での調査

(CIDR) Consulting Approach to Enhancing

から」北海道教育大函館校・宇田川拓雄

Teaching and Learning at the University of

3． 愛媛大学視察（授業コンサルティング等）
：安

Washington”

藤厚，細川，5 月 19 日（月）〜 21 日（水）

(3) ワークショップ「北大の次世代ＦＤを設計す

4． 研究会サブグループ会合，6 月 20 日（金），7

る」（グループ作業と発表）14：30-16：00

月 16 日（水）
5． カナダ・ダルハウジー大学（TA Professional

9． 平成 20 年度弘前大学ＦＤワークショップ「日

Development Days）
，米国・コロンビア大学

本語によるティーチング・ポートフォリオの作

（NY）
，シラキュース大学，ワシントン大学視察：

成」
，カナダ・ダルハウジー大学 Lynn Taylor

山岸みどり，山田邦雅，文・瀬名波栄潤，9 月

博士講演「ティーチング・フィロソフィー（授

8 日（月）〜 20 日（日）

業哲学）について」参加：山岸，山田，11 月

POD (Professional and Organizational

29 日（土）〜 30 日（日）

6

Development Network in Higher Education)

10．流通科学大学・特色ＧＰ（平成 19 年度）シン

（米国・ネブラスカ州），マサチューセッツ大学

ポジウム「公開授業の現状と課題」
・全学的授

視察：西森敏之，細川，小笠原，教務課・馬渕

業公開（ＯＣＷ制度）システム説明会視察：安藤，

奈美，10 月 21 日（火）〜 30 日（木）

山田，12 月 23 日（火）

4
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今年度の調査・研究の成果は高等教育ジャーナル

6． シラバス・コンクール（仮称）
：各学部・大学

第 17 号に掲載予定です。なお，平成 21 年度には

院の平成 21 年度シラバスを点検し，模範とな

以下のような取組を進める計画です。

るようなシラバスを選定して公表
7． 全学教育における授業公開制度

1． 北海道地区ＦＤネットワーク構想

8． クリッカーを利用した双方向型授業の普及

2． ダルハウジー大学との大学間協定，筑波大学と

9． 授業評価アンケートの改良
10． 学生支援ＦＤ，ＳＤとの連携

のＦＤ連携

（安藤 厚）

3． 国際シンポジウムの開催
4． 次世代ＦＤ研究会のワークショップ合宿
5． ＩＴ活用のＦＤ（FD Bulletin，「教員支援」Ｈ
Ｐのリンクの拡大）

生涯学習フォーラム
「大学改革における FD の意義とこれからの課題」開催
2008 年 10 月８日に，生涯学習計画研究部の客

画を交えながら紹介していただきました。

員准教授である愛媛大学教育・学生支援機構の佐藤

①ミクロ・レベルのＦＤとしては，教員に対する

浩章氏をお招きし「大学改革におけるＦＤの意義と

授業コンサルティングなど，②ミドル・レベルのＦ

これからの課題」と題して講演をいただき，これを

Ｄとしては，学部カリキュラム改革支援や教育コー

もとに活発な意見交換を行いました。

ディネーター研修など，③マクロ・レベルのＦＤと

佐藤氏は，大学におけるＦＤの第一人者であり，
今回の講演では，同氏の愛媛大学での取組みをベー

しては，同大学のＦＤ体制などについて詳細な報告
をいただきました。

スにＦＤを①授業・教授法の改善
（ミクロ・レベル）
，

また，参加者からは具体的な取組体制や問題点な

②カリキュラムの改善（ミドル・レベル），③組織

どについて数多くの質問が出されましたが，佐藤氏

の整備・改革（マクロ・レベル）の３つに分け，そ

からは，事例に基づいた貴重なコメントをいただき

れぞれのレベルについて具体的な取り組み事例を動

ました。

（亀野 淳）

写真 1．講演をする佐藤浩章客員准教授
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HIGHER EDUCATION

2008 年第２回クラス担任会議（学生支援 FD）を開催
「学生中心の教育」を具体化するため，また近年

クラス担任のみなさんにその仕事・課題をより深

は修学指導，心のケアの充実などの観点から，学生

く理解していただき，ご協力をえて学生支援の充

一人ひとりに目を向けた学生支援の充実・強化が重

実・改善を図るため，昨年度からクラス担任会議を

要な課題となっています。

秋にも開催するようになりました。今年度は２回目

特に初年次の学生支援を充実するため，クラス担

のクラス担任会議を「学生支援ＦＤ」と位置づけ，

任マニュアルを整備してクラス担任の役割を明確に

グループ討論を取り入れました。はじめての試みで

し，毎年クラス担任アンケートを行なって制度・仕

準備不足の面もあり，日程，内容などについて多く

組みの改善に努めてきました。来年度に向けてクラ

の課題が残りましたが，来年度は早めに日程を周知

ス担任に関する要項案の検討もはじまっています。

し，内容の充実を図る予定です。

（安藤 厚）

2008 年第２回クラス担任会議（学生支援ＦＤ）
日時：平成 20 年 10 月 28 日（火）13：30 〜 17：30
場所：情報教育館 ３階 スタジオ型多目的中講義室
司会：小野寺 彰
脇田 稔副学長

あいさつ

報告：学生の学修状況（GPA，自習時間等）について

高等教育開発研究部長・安藤 厚

報告：ハラスメント問題とカルト「団体」問題の注意点・連続３回欠席学生への指導について
前学生相談室長・大畑 昇
報告：南門周辺の迷惑駐輪について

学生支援課学生生活・相談担当

講演：心のケア〜自殺防止にむけての取り組みについて〜

保健管理センター・武田 弘子

講演：特別な教育ニーズをもつ学生への修学支援
グループ討論と全体発表：
「自殺防止」
「修学支援」の方策について

学生相談室・葛西 康子
指導：安藤，大畑
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来年度，授業改善の切り札「クリッカー」貸し出し開始
現在，アメリカでは「クリッカー」と呼ばれる機

なるところが高く評価されています。それは，教育

器を利用して，授業の活性化に成功している教員が

先進国であるアメリカで，毎年数百万台のペースで

たくさんいます。クリッカーとは，学生一人ひとり

売れ続けていることからもうかがえます。

に専用のリモコンを配り，先生が授業中に出題した

北大では，2007 年４月に日本の高等教育機関で

クイズに学生が回答するシステムです。回答分布は

は初めてクリッカーを導入し，基礎物理学等の授業

即座に集計され，ボタン一つでスクリーンに表示さ

で使用してきました。その後全国の大学でも急速に

れます。授業に対する学生の集中度・満足度を上げ

普及しつつあります。

るのは大変ですが，クリッカーを使うことで比較的

高等教育開発研究部では，FD 研修会等において

容易に授業改善が可能です。たとえば，以下のよう

クリッカー実演のミニレクチャーを行っています

な効果があります。

が，参加された先生方からの関心が高く，問い合わ
せを多く頂いていました。
そこで，たくさんの先生方がクリッカーを利用で

・学生参加型の授業
・学生の理解度をリアルタイムで把握

きるように，貸出用のクリッカーを「次世代 FD 研

・学生がクラス全体の理解度を把握

究会」の経費で購入することになりました。来年度

・休憩の役割

４月から教務課での貸し出しに向けて，３月に利用

・記憶定着率の向上

希望教員向けの説明会を開催する予定です。使って

・出席調査の自動化

みたい方，どのようなものか興味のある方は，どう

・居眠り防止

ぞお気軽にご参加下さい。詳しくは，高等教育開発

・アンケート

研究部のホームページをご覧ください。
http://socyo.high.hokudai.ac.jp
（山田 邦雅）

特に，大人数のクラスでも，講義という形態を維
持しつつ，学生が能動的に授業へ参加できるように

写真 1．クリッカー（右）と受信機（左）

写真２．授業風景
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ELMS を授業支援やクラスの連絡などに活用
・掲示板でのコミュニケーション，ㄢ㢟䛾ᥦ

ELMS (Education and Learning Management

♧䛸ᥦฟ ( ┦ホ౯と一部⮬ື᥇Ⅼを含む )

System) は，教育用のポータルサイト（図１）です。

・䝛䝑䝖䝽䞊䜽ୖ䛾䝣䜷䝹䝎を使った資料ファイ

ほぼ全ての学部学生が登録しており，利用者には

ルの交換，映像資料配信

電子メールアドレス（xxxx@ec.hokudai.ac.jp）を

・コンピュータ室の部屋予約と利用履歴に基

提供しています。学生は，ELMS を使って Web 履

づいた出席管理，その他

修登録を行い，１年目の情報学 I（ほぼ全員履修）

たとえば，䜽䝷䝇ᢸ௵の先生は，ELMS のメール

で使って，慣れてもらっています。また，外国語

アドレスで，クラスの学生に連絡をしたり，お知ら

CALL 教育とも連携しています。
以下のような機能をご利用いただけます。もちろ

せをしたりすることができます。
ご利用いただくためには，北大 SSO( シングルサ

ん，自宅等からもご利用いただけます。

インオン ) から ELMS に登録していただくと，職員

○インターネット通信：
電子メール (Web で利用可），䝣䜯䜲䝹Ꮿ㓄 ( 上

番号に基づいた ID が発行されます。職員番号の先

限 300MB)，テレビ会議等

頭に，文字ｆがついたものです（学生は先頭に文字

○䜾䝹䞊䝥άື（クラスなどをひとまとまりのグ

s がつきます）。職員番号によらない ID の取得も可

ループとして登録して利用します）
：

能です。教員が職員番号に基づいた ID の場合は，

・参加者の登録 ( 履修者名簿の CSV ファイル

ご担当の授業科目を一覧させて，グループを開設す

も使えます )，ཧຍ⪅䛾㐃⤡ඛሗの管理

ることができます。授業クラスやゼミ，基礎クラス

・ཧຍ⪅䜈䛾䛚▱䜙䛫（閲覧状況確認可能，携

での連絡，FD 活動など，様々な教育学習活動でご

帯電話対応），参加者との質問応答

利用ください。 （情報基盤センター

岡部成玄）

図１ ELMS
https://gport.ec.hokudai.ac.jp/ または https://uport.ec.hokudai.ac.jp/
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CENTER

センター３研究部研究会 開催される
3 月 13 日 ( 金 ) 午前 10 時から 12 時まで，情報

高等教育開発研究部からは，西森教授と山田特任

教育館４階共用多目的教室 (1) で，高等教育開発研

准教授がそれぞれ全学教育と専門科目の TA に関す

究部・生涯学習計画研究部・入学者選抜研究部合同

るアンケートの調査結果を報告しました。アンケー

の研究会が開催されました。プログラムは表１のと

ト回答者の中で講義をした経験者は１〜２割程度で

おりです。

したが，その全員が TA の経験が楽しくてやりがい

生涯学習計画研究部からは新任の三上准教授がサ
イエンスカフェなどを例に挙げ，地域連携における

があったと答えています。TA の意義について再認
識させられた分析結果でした。
細川教授は道内の全大学，高専をつなぐ FD・SD

大学の役割についてサイエンスコミュニケーション

ネットワーク構想について説明しました。全国で類

の観点から話しました。
入学者選抜研究部からは，鈴木教授が理科教育の
重要性と高大連携について，池田准教授が AO 入試

似のネットワーク（コンソーシアム）が結成される
中，北海道のネットワーク化が待たれています。

で入学した学生の追跡調査について報告しました。

各研究の発表後には活発な議論がされ，出席した

入学後成績が伸びる学生は，入学前から将来の職業

３研究部の教員と学内の教員の間で実りある意見交

（研究）を決めており，勉学の明確な動機が成績向

換ができました。

（細川敏幸）

上につながるという報告は興味深いものでした。

表１

高等教育センター３研究部研究会プログラム

１. 生涯学習計画研究部
地域̶大学連携における科学技術コミュニケーションの役割
三上直之
２. 入学者選抜研究部
第３フェイズに入った高大連携

鈴木

誠

北大入学者の追跡調査

池田文人

３. 高等教育開発研究部
全学教育担当 TA に関するアンケート調査の分析

西森敏之

専門科目担当 TA に関するアンケート調査の分析

山田邦雅

北海道地区 FD・SD ネットワーク構想

細川敏幸
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講演する山田特任准教授

R

高等教育フォーラム 開催される
高等教育開発研究部の郭特任教授によるフォーラ

億ウォン ( 現在１円はおよそ 15 ウォン ) で，前年

ム「韓国における学術支援事業の方向と成果」が，

比 15％増です。研究費には，この他に応用研究を

去る 2 月 13 日（金）に情報教育館４階共用多目的

対象としたものがあり，その予算規模は１兆５千億

教室（2）で開かれました。

ウォンです。基礎研究支援は理系におよそ６割，文

郭教授の講演によれば，知識基盤社会への転換を

系に４割の予算が配分されています。

はかろうとしている韓国では，高度な能力を持った

しかし，このような政策も課題を含んでいます。

研究者の養成が急務となっています。そのために

まず，大学の研究費のうち政府支援の額は全体の２

は，大学の研究開発能力を向上させる必要があり，

割に過ぎません。さらに，そこから生み出される論

政府は基礎研究を持続的に支援する多様な政策を実

文の量と質についても先進各国に伍するよう努力す

施しています。

る必要があります。政府の大学支援政策の中でも，

基礎研究支援は主に学術振興財団の学術研究助成

すぐには成果を出しにくいのが研究支援であること

事業によって行われ，2008 年度の予算額は 3807

は，どこの国でも変わらないようです。
（細川敏幸）

写真１

講演する郭特任教授
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eラーニングシステム「北海道大学 moodle」
北海道大学には ELMS という高機能な教育用ポー

System）を作って，好きなようにカスタマイズし

タルサイトがあります。北大の様々な教育活動と密

て使用できます。高等教育開発研究部では，すでに

接に連携がなされている大規模なシステムです。教

インストールした状態の moodle を用意してあり，

員が申し込めば，自分の授業で ELMS を使用でき

希望教員は自分のコースを持つことができます。

ます。たとえば，Web を通して PDF ファイルを配

moodle に興味のある方は，ぜひ高等教育開発研究

布したり，授業用の掲示板を開設したり，学生に一

部の「北海道大学 moodle」
（http://moodle1.high.

斉にメールを出したりできて，大変便利です。自動

hokudai.ac.jp/）をお試しください。
自分で moodle 用のサーバを構築したい場合は，

採点が可能な Web 上の小テストを作ることも可能
です。詳しくは９ページ「ELMS を授業支援やク

お手伝いもしますのでお気軽にご相談ください。
高等教育開発研究部の Web ページの「教員支援」

ラスの連絡などに活用」の記事をご覧ください。
実は，このようなシステムを自分で構築できる

(http://socyo.high.hokudai.ac.jp/teacher.html) に

「moodle」 というフリーソフトが存在します。

簡単なマニュアルを用意しましたので，詳しくはそ

自 分 の 授 業 専 用 の LMS（Learning Management

ちらをご覧ください。

（山田邦雅）

図１ 北海道大学 moodle
http://moodle1.high.hokudai.ac.jp/

生涯学習

LIFELONG LEARNING

生涯学習フォーラム「FD の効果測定」を開催
2 月 10 日に，2008 年度第 2 回「生涯学習フォー

学の FD の企画・実施に当たっているほか，昨年発

ラム」として，生涯学習計画研究部の佐藤浩章・客

足した「四国地区大学教職員能力開発ネットワーク」

員准教授（愛媛大学准教授・教育改革室副室長）に

でも中心的な役割を担っています。
講演で佐藤氏は，FD の効果測定が今，強く求め

「FD（ファカルティ・ディベロップメント）の効果

られる理由として，FD の効果向上，教育改革の推

測定」をテーマとしてご講演いただきました。
佐藤氏は日本における FD の第一人者で，愛媛大

進などに加えて，
（1）学内外への説明責任の重要性，
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（2）FD 予算の切り詰めへの対応，
（3）FD 担当教

どを「基礎研究」とすれば，それと並んで，FD を

職員の専門性向上への要請，といった背景があるこ

担当する研究者が，科学的な手法を用いて自らの実

とを指摘。愛媛大学での，FD と SD（職員研修），

践を分析する「臨床研究」がますます必要になると

TAD（TA 研修）の「三位一体型」能力開発プログ

強調しました。
講演の後，佐藤氏の用意したワークシートを使っ

ラムや，個別の教員に対する授業コンサルテーショ
ン，その他，国内外の大学の事例を交えながら，

て，約 20 人の参加者が，自分が企画・担当してい

FD の評価，効果検証の考え方と手法について，最

る研修プログラムの効果を測定するための評価計画

新の実践・研究をご紹介いただきました。

を実際に立てて，お互いに発表しあうグループワー

佐藤氏によると，FD のプロセスは，授業に関す

クを行いました。参加者からは，各自が部局等で取

る問題を抱える教員（クライアント）との間で秘匿

り組んでいる FD の評価，効果向上について質疑も

性が重視されることや，クライアントごとに特殊な

あり，佐藤氏から豊富な経験に基づいたコメント，

事情があり，支援のために用いられる方法論や手続

アドバイスをいただきました。佐藤氏は，「自分が

きが必ずしも厳密で一貫性のあるものではないこと

関わる FD に合わせて，適切な効果測定の方法を選

など，一般的な意味での「研究」になじまない面が

択する必要がある。評価で，真正の FD（Authentic

あります。これに対応するため，佐藤氏は，FD に

Faculty Development）を実現しましょう」と，話

関する意識調査や，歴史研究，諸外国の事例研究な

を締めくくりました。

（三上直之）

SD 研究会「大学職員の能力開発はいかにあるべきか？
〜個人と組織が共に成長するために〜」を開催
３月 13 日（金）に，情報教育館スタジオ型多目

た公開講座「大学職員セミナー」を総括し，本学に

的教室を会場に SD（staﬀ development）研究会を，

おける今後の SD のあり方について示唆を得ること

学務部教務課の協力により本学職員の参加を得て開

を目的にした研究会です。
脇田稔センター長の挨拶に続き，佐藤准教授の
「大

催しました。
本研究会は研究部の佐藤浩章客員准教授（愛媛大

学職員の能力開発論をめぐって」
，光本滋教育学研

学教育・学生支援機構教育企画室副室長）
を中心に，

究院助教，木村純生涯学習計画研究部教授の「北海

愛媛大学の大学職員をお迎えして行いました。愛媛

道大学における大学職員セミナーの取り組み」の報

大学は，平成 20 年度の文部科学省の戦略的大学連

告の後に，愛媛大学の米澤愼二人事課長，石川尚愛

携支援事業に，佐藤准教授を代表とする「『四国地

媛大学教育学生支援部教育企画課教育企画チーム部

区大学教職員能力開発ネットワーク』による大学の

員，村上喜子教育学生支援部教育企画課総務チーム

教育力の向上」が採択され，四国地区の国立大学と

部員が「愛媛大学ならびに四国地区大学教職員能力

近隣公私立大学等の連携により「ネットワーク」を

開発ネットワークにおける SD の取り組み」を報告

つくり，FD・SD 事業に一体として取り組み，学生

し，愛媛大学の人材を育てる人事のあり方や若い大

の豊かな学びと成長を支援する，実践的力量をもっ

学職員の SD への参画の経験を学びました。
これらの報告を受け，他大学を含む 50 名ほどの

た高等教育のプロフェッショナルの輩出をめざす先

参加者は，この研究会で気づいたこと，そこから

駆的な取り組みを行っています。
その実践の経験を学ぶと同時に，平成 18 年から

学び実践してみたいことなどについて小グループ

毎年 1 回，高等教育機能開発総合センター・生涯

に分かれて討論し，その結果を交流しあいました。

学習計画研究部が教育学研究院と共に取り組んでき

（木村純）
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るかが最大の問題になるでしょう。
現在国際交流室，

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

（メディア・コミュニケーション研究院

教授）

教育改革室を中心にその検討が進められています。

筑波大学と教育改善に関する協定を締結
③人材育成プログラム（教育プロジェクト）等の

去る３月 30 日（月）
，本学と筑波大学は，両大

企画・立案

学の教育活動を活発にし，教育の質をさらに高める
ために，
「教育改善に関する協定」を締結しました。

今後の具体的な取り組みとしては，今年７月 27

この協定に基づき，本学はこれまでの FD 活動の

日〜 31 日に両大学共催の国際ワークショップ及び

実績・成果を，筑波大学は現在進行中の教育 GP の

シンポジウムを開催し，その中で本学はＴＡ研修を

成果を相互に紹介し，活用することにより，両大学

含む次世代型ＦＤ，筑波大学は教養教育とＴＡ研修

における教育改善の推進と，教育の質の向上が期待

に力点を置いた教育改革を担当して，全体として大

されます。

学教育改革の現状とそのための研修の在り方を明ら
かにする予定です。

主な活動内容は以下の通りです。
① カ リ キ ュ ラ ム 改 善， 授 業 方 法 の 向 上， 単 位

この国際ワークショップ及びシンポジウムには国

の実質化と成績評価の厳格化等に関する FD

内外から 10 名の有識者を招き，今後の我が国の教

（Faculty Development）活動の改善

育改革に先導的役割を果たすことが期待されます。
（安藤

②教育改善に関するシンポジウム等の実施

写真１

厚）

協定調印式で握手を交わす筑波大学工藤教育担当副学長（左）と本学脇田教育担当副学長（右）
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筑波大学・北海道大学共催国際シンポジウムを開催
７月 27 日（月）〜 31 日（金）
筑波大学との教育改善に関する協定に基づき，

れ，中教審・学士課程教育答申（平成 20 年 12 月）

７月 27 日〜 31 日につくば市と札幌市（北大）で

等により教育の質保証が強く求められているおりか

両大学共催の国際ワークショップ及びシンポジウ

ら，教育の質の向上を目指す研修をはじめ，さまざ

ム《高等教育におけるプロフェッショナル・ディベ

まな最新の取り組みが紹介されます。
学内，全国からたくさんの方が参加され，多くの

ロップメント》を開催します。ここには，FD, TA
研修，学生調査等において先進的な実績をもつ方々

成果が得られることを期待しています。
http://educate.academic.hokudai.ac.jp/center/

をお招きして，それぞれの活動を紹介していただき

kokusai̲sinpo.html

ます。

（安藤

厚）

大学設置基準等の改正により教員研修が義務化さ

2009 年度 筑波大学・北海道大学共催国際シンポジウム
《高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロップメント》
日本で FD の取り組みがはじまってから約 10 年にな

FD（ファカルティ・ディベロップメント）という用

ります。大学設置基準の改正により FD が「義務化」さ

語自体，北米では最近あまり使用されていないこともあ

れたため，この 1 〜 2 年はどこの大学でも FD が推進さ

り，ここではカリキュラム改革，授業コンサルティング，

れていますが，その内容・形式はまだ手探り状態です。

ティーチング・ポートフォリオ等の新しい取り組みも含

今回は，10 年前から FD に取り組んできた北海道大

み，
職員研修や TA 研修をも包括する概念として，PD（プ

学と筑波大学が共同してシンポジウムとワークショップ

ロフェッショナル・ディベロップメント）という用語を

を企画し，北米と東アジアにおける教育に関する新しい

使い，まず各国の現状をお互いに理解するところからは

教員研修の在り方を探ります。

じめたいと思います。

講師紹介
リンダ・フォンヘーネ（カリフォルニア大学バークレー校 Graduate Student Instructor ティーチング・リソースセンター長）
サブリナ・ソラッコ（カリフォルニア大学バークレー校大学院アカデミックサービス部長）
リン・テイラー（ダルハウジー大学学習・ティーチングセンター長）
パメラ・ヴォーグ（サンフランシスコ州立大学ティーチング・ファカルティディベロップメントセンター長 )
ジュディス・アン・オーミット（インディアナ大学副学長（学士課程教育担当）補佐）
ジョディ・D・ナイキスト（ワシントン大学教育開発研究（名誉）センター長）
シ ジンファン（清華大学教育研究所所長）
イ ヘジュン（ソウル国立大学ティーチング・学習センター eLearning サポート部長）
石田

東生（筑波大学教育企画室長，システム情報工学研究科）

宮本陽一郎（筑波大学人文社会科学研究科）
細川

敏幸（北海道大学高等教育機能開発総合センター）

山岸みどり（北海道大学高等教育機能開発総合センター）
瀬名波栄潤（北海道大学文学研究科）
宇田川拓雄（北海道教育大学函館校）
山田

礼子（同志社大学社会学研究科）
（プログラム A in つくば） ◇会場◇ つくば国際会議場
国際ワークショップ「若手研究者のためのプロフェッショナル・ディベロップメント」
Professional Development for Young Scholars

７月 27 日（月）10:00 〜 16:00
【第一部】リンダ・フォンヘーネ / サブリナ・ソラッコ「バークレー校における先進的な PFF プログラム」
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【第二部】
ワークショップ①

リンダ・フォンヘーネ「TA を活用した成績評価基準の作り方と使い方」

ワークショップ②

サブリナ・ソラッコ「研究成果を発信するためのアカデミック・ライティング実践」
国際シンポジウム「教養教育・初年次教育のための先進的 PD の試み」

New Approaches to General Education and Professional Development
７月 28 日（火）13:30 〜 17:30
講演
１）リンダ・フォンヘーネ「TA を活用した授業方法に関する教員セミナー」
２）サブリナ・ソラッコ「将来の教員のためのアカデミック・ライティング」
３）イ ヘジュン「高等教育において質の高い混合型 e- ラーニングを実現するための研修システムの開発」
４）山田

礼子「日本における初年次教育の展開〜その発展過程と現状の課題〜」

５）石田

東生「筑波大学における教養教育の再構築」

パネルディスカッション
（プログラム B in 札幌） ◇会場◇ 北海道大学情報教育館
国際シンポジウム「プロフェッショナル・ディベロップメントの諸相」
Aspects of Professional Development
７月 30 日（木）9:00 〜 16:00
セッション１：高等教育における PD 〜カナダと米国の事例〜
講演 1-1 リン・テイラー
「研究大学における GTA (Graduate Teaching Assistant) 訓練〜ダルハウジー大学の例〜」
講演 1-2

パメラ・ヴォーグ「サンフランシスコ州立大学の新採用教員研修」

講演 1-3

細川

敏幸「北海道大学の新任教員研修，FD，TA 研修」

セッション２：高等教育における PD 〜中国と韓国の事例〜
講演 2-1

シ ジンファン「清華大学の PD 戦略」

講演 2-2

イ ヘジュン「ファカルティデベロップメントとティーチングの質〜ソウル国立大学の例〜」

講演 2-3

宇田川拓雄「日本の大学のティーチングセンターと PD」

７月 31 日（金）9:00 〜 16:00
セッション 3：PD の手法 1
講演 3-1

ジュディス・アン・オーミット「NSSE 〜教育改善のためのアンケートシステム〜」

講演 3-2

山田

講演 3-3

ジョディ・D・ナイキスト「ワシントン大学におけるマイクロティーチング」

講演 3-4

山岸みどり「日本の大学における授業開発コンサルタント (Instructional Consultants) の課題」

礼子「同志社大学の学生調査 JFS（新入生調査）と JCSS（上級生調査）」

セッション 4：PD の手法 2
講演 4-1

リンダ・フォンヘーネ「バークレー校の PFF（大学教員候補養成研修）」

講演 4-2

宇田川拓雄「日本における大学教授養成」

講演 4-3

サブリナ・ソラッコ「アカデミックサービス〜バークレー校の大学院生向けアカデミック・ライティング〜」

ディスカッサント

宮本陽一郎・瀬名波栄潤「日米のアカデミック・ライティング」

＊プログラムは全て英語で行われます。
筑波大学国際シンポジウム：日本語による概要配布予定
北海道大学国際シンポジウム：通訳あり
参加申し込み・お問い合わせ先
高等教育開発研究部
TEL：011-706-7520，FAX：011-706-7521（直通）
Email：presiden@high.hokudai.ac.jp
申し込み期限：７月１７日（金）
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HIGHER EDUCATION

クリッカーをアンケートに活用
ペーパーで行われ，大変な集計作業の後，忘れた

ように使用するのかの講演と，インストールから回

ころにどこかで結果が公表される。そんなアンケー

答データの書き出しまでの技術的な説明を行いまし

トのイメージをクリッカーが変えてくれました。

た。参加された方々からは，クリッカーの機能や貸

クリッカーとは，授業中にパワーポイントで出題

出しについての質問が多数あり，注目度の高さが伺

されるクイズに学生がリモコンで回答するシステム

えました。現在，多くの教員がクリッカーを使った

です。アメリカでは，毎年数百万台売れており，既

授業に挑戦しています。興味のある方は，高等教育

に認知度の高い授業支援機器です。
日本の大学でも，

開発研究部のホームページをご覧ください。

ここ１，２年で急速に普及しつつあります。今回，

（http://socyo.high.hokudai.ac.jp/）

このクリッカーを２つの大規模な研修会（クラス担

今回のアンケートでは，両研修会とも，10 分く

任会議，全学教育 TA 研修会）でアンケートに使用

らいで５つの質問を行いました。たとえば，クラス

してみました。

担任会議でのアンケートでは，クラス（副）担任は

クリッカーでアンケートをとることの利点は，紙

若手の教員が多いのではなく，６割は北大で 10 年

を消費せず集計も瞬時に済んでしまうという実施側

以上勤めているベテランの教員が担当しているこ

の利便性だけではありません。むしろ，その場で結

と，また，全学教育 TA 研修会でのアンケートでは，

果を見ることができる回答者側にあります。実際

北大の４つの理念の中で最も認知度が高い「フロン

に，クリッカーによるアンケートの時間は，みな興

ティア精神」ですら，35％の TA が知らないと回答

味深々で，笑顔も見られました。

するなど，意外な結果が明らかになりました。これ

このクリッカーを使用したアンケートには，教員

らは，今後各研修で改善すべきことを浮き彫りにし

および TA に，クリッカーの存在を知ってもらうこ

てくれたと思います。このような，特に興味深いと

と，そして，実際に体験して，授業の活性化に威力

思われるアンケート結果を表１で紹介します。

を発揮することを実感してもらう狙いもあります。

一堂に集まってクリッカーを紹介する機会はなか

平成 21 年度から全学教育を対象としてクリッ

なかありませんが，これからも何かの会議や研修会

カーの貸出しを開始するため，３月６日には説明会

のときに，アンケートを行いながらクリッカー等

を行い，参加者に実際にクリッカーを体験してもら

の授業支援機器の紹介を行っていこうと思います。

いました。クリッカーとはどのようなもので，どの

（山田邦雅）

㪊㪅㪀㩷㩷ർᄢ䈱䋴䈧䈱ℂᔨ䈲

35.2%

䊧䉴䊘䊮䉴

2%

24.5%

38.3%
䈜䈼䈩ᥧ໒䈪䈐䉎
ੑ䈧䋬ਃ䈧䈲⸒䈋䉎
䊐䊨䊮䊁䉞䉝♖䈚䈎⍮䉌䈭䈇
䈜䈼䈩⍮䉌䈭䈇
図１

PowerPoint のクイズ画面（左）とクリッカーの付属ソフト
「TurningPoint」により Excel に書き出したグラフ（右）
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表１
○クラス担任会議
（平成 21 年３月 17 日

クリッカーによるアンケート結果
○全学教育 TA 研修会
（平成 21 年４月６日

参加人数約 65 人）

北大の４つの基本理念で，
新入生に一番知られていないのは？
フロンティア精神
国際性の涵養（★正解）
全人教育
実学の重視

参加人数約 195 人）

北大の４つの理念は知っていますか？
すべて暗唱できる
二つ，三つは言える
フロンティア精神しか知らない
すべて知らない

0.0%
7.8%
45.3%
46.9%

21.1%
17.5%
61.4%

将来の職業の希望は？
大学教員（研究中心）
大学教員（教育中心）
大学以外の研究職
中高の教員

教育・研究職以外

生涯学習

2.0%
24.5%
38.3%
35.2%

北大の４つの教育目標を自己評価すると？
教育目標
１）高いコミュニケーション能力
２）社会・文化の多様性の理解
３）創造的な思考力と建設的な批判能力
４）社会的な責任と倫理の自覚
かなり高い
7.9%
高い
19.9%
普通
42.9%
低い
16.8%
かなり低い
12.6%

昨日のメンタルヘルス講演会には参加されましたか？
はい
43.9%
いいえ
56.1%
北大に勤めて何年目ですか？
１〜４年
５〜９年
10 年以上

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

21.4%
7.8%
30.7%
2.6%

37.5%

LIFELONG LEARNING

平成 21 年度全学インターンシップ説明会を開催
４月 15 日（情報教育館多目的スタジオ型中講義
室），16 日（クラーク会館講堂）に「平成 21 年度
全学インターンシップ説明会」を開催し，両日に
全学の学部生，大学院生約 280 名の参加がありま
した。なお，15 日はインターネット回線を活用し，
函館キャンパスとも双方向の説明会としました。
今年度の説明会では，昨年度に全学インターン
シップに参加した小山幸恵さん（経済学部３年生）
，
平尾有理奈さん（工学部４年生）
，
藤原美津穂さん
（工
学部４年生）及び武藤綾さん（経済学部３年生）か
写真１

昨年度の体験談

経済学部３年小山幸恵さん
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CENTER

カナダ・ダルハウジー大学と大学間交流協定を締結
7 月 30 日（木）
，カナダのダルハウジー大学と
の学術交流に関する協定の調印が行われました。調

ダルハウジー大学は，特に海洋分野や教育開発分野
で活発な交流を行ってきました。
これまでの交流実績を踏まえ，全学的な交流に

印式には，ダルハウジー大学から Susan Spence
Wach 副学長補佐，本学から佐伯総長，脇田副学長，

発展させるために，このたび本センターが責任部局

望月文学研究科長ら 6 名が出席しました。

となり，文学研究科，水産科学研究院および北方生

ダルハウジー大学は 1818 年に設立されたカナダ

物圏フィールド科学センターを関係部局として，ダ

東海岸のノバスコシア州にある大学で，工学，理学，

ルハウジー大学との大学間交流協定が締結されまし

経営学，法学など 10 の学部からなり，学生数は約

た。今後も両大学の交流が活発に行われることが期

15,000 人，教員は約 1,000 人を数えます。本学と

待されます。

写真 1

（安藤厚）

ワック副学長補佐から佐伯総長へ記念品贈呈

写真２ 調印式後の記念写真
前列左から，ワック副学長補佐，佐伯総長
後列左から，安藤高等教育開発研究部長，望月文学研究科長，本堂副学長，
脇田副学長（センター長），林副理事・学術国際部長
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国際シンポジウム
「プロフェッショナル・ディベロップメントの諸相」を開催
北海道大学と筑波大学共催の国際シンポジウム

組みが共通の課題をもってほぼ同時並行で進んでい

「高等教育におけるプロフェッショナル・ディベロッ

ることが確認できました。UC バークレー校のフォ

プメント」のプログラム A が 7 月 27 日（月）と

ンヘーネ先生，ソラッコ先生からは「ワークショッ

28 日（火）に筑波大学で開催され，つづいて，プ

プでの学生の反応の良さには驚いた」
「筑波大，北

ログラム B（札幌）として，国際シンポジウム「プ

大のワークショップや講演会を通じて出された質問

ロフェッショナル・ディベロップメントの諸相」が，

や意見，あるいは反感，疑惑の意見などが，私たち

7 月 30 日（木）と 31 日（金）に本学情報教育館 3

が過去 10 年，20 年で行なってきたことに対して

階スタジオ型多目的中講義室で開催されました。

寄せられた質問，意見，反論，疑惑とあまりにも似

北大のシンポジウムには，
講演者（海外から７名，

ていたので驚いた」との感想が寄せられました。

国内から４名のゲスト）および本学・筑波大学関係

プログラム A（つくば）のなかで開催された国

教職員 29 名のほか，全国から 2 日間でのべ約 100

際ワークショップ「若手研究者のためのプロフェッ

名の参加がありました。

ショナル・ディベロップメント」（27 日）には，北

当日は，脇田センター長の挨拶の後，国内外各

大から留学生多数を含む約 15 名の大学院生が参加

大学からのゲストにより英語で講演が行われまし

し，フォンヘーネ先生，ソラッコ先生から「TA を

た。両日を通して同時通訳を配し，
パネルディスカッ

活用した成績評価基準の作り方と使い方」あるいは
「研究成果を発信するためのアカデミックライティ

ションでは活発に意見交換が行われました。
第 1 日目の講演終了後には，情報交換会（Wel-

ング実践」の指導を受け，貴重な経験を積みました。
北大のシンポジウム最後のクリッカーを使った

come Party）が開催され，講師ら 35 名が参加し，

アンケートによれば，回答者 54 人のうち，国籍は，

貴重な情報交換の場となりました。
プログラム概要は，
センターニュース前号
（79 号）

日本 40 人，アジア 7 人，北米 5 人，大学での職務

をご覧ください（サンフランシスコ州立大学のパメ

は，教員 30 人，職員 13 人，学生 11 人，興味をもっ

ラ・ヴォーグ氏は，発表取りやめとなりました）
。

たテーマは，Academic Writing 28 人，Preparing

講演では，FD，TA 研修，次世代教員養成（PFF）
，

Future Faculty 21 人，Microteaching 17 人，訪

スタッフ支援プログラムなど，
プロフェッショナル・

問したい大学は，ワシントン大学 26 人，UC バー

ディベロップメントの最前線でのさまざまな取り組

クレー校 24 人，ダルハウジー大学 23 人などでした。
シンポジウムの最後には，以下のような両大学

みが紹介されました。討論では，文化・伝統に発す
るさまざまな困難も指摘されましたが，各国の取り

写真１

副学長によるまとめが確認されました。 （安藤厚）

宇田川拓雄（北海道教育大函館校）
，フォンヘーネ氏

4
̆̆

写真２

ソラッコ氏

センターニュース

No.80

September 2009

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

⟃ἼᏛ࣭ᾏ㐨Ꮫඹദ 2009 ᖺᗘᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ɜ 㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ ɝ ࡢࡲࡵ
⟃ἼᏛᏛ㛗ࠉΎỈࠉ୍ᙪ
ᾏ㐨ᏛᏛ㛗ࠉ⬥⏣ࠉ⛱
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾࠸࡚ࢃࢀࢃࢀࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵ㸪ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓
ࣥࢺ㸦PD㸧᥎㐍ࡢ᪉⟇ࡘ࠸࡚ウㄽࡋ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞┠ᶆࢆᥦ㉳ࡋ㸪ࡑࡢᐇ⌧ࡢᚲせᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
㸬ࢃࡀᅜࡢᏛࡢ FD άືࢆ㸪TA ◊ಟ㸪ḟୡ௦ᩍဨ㣴ᡂ㸦PFF㸧࠾ࡼࡧࢫࢱࢵࣇᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྵࡴ㸪
ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺ࠸࠺ࡼࡾᗈ࠸୍యⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡇࠋ
㸬ࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ᨵၿ㉁ಖドࢆࡉࡽ᥎㐍ࡍࡿࡇࠋ
㸬୧Ꮫ࠾࠸࡚㸪⬟ືⓗᏛ⩦㸪ΰᡂᆺ e- ࣮ࣛࢽࣥࢢ㸪࣮ࣛࢽࣥࢢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒㸪࣐ࢡ
ࣟࢸ࣮ࢳࣥࢢ㸪ࢸ࣮ࢳࣥࢢ㸭࣮ࣛࢽࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡞ࡢᡭἲࢆ◊✲࣭ά⏝ࡍࡿࡇࠋ
ࡉࡽ㸪PD ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪୧Ꮫࡀᅜⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࣭ᬑཬ㔜せ࡞ᙺࢆ
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2009 年 7 月 31 日，札幌

写真 3 Welcome Party（札幌アスペンホテル）にて
前列左から，シ・ジンファン（清華大），ジュディス・A・オーメット（インディアナ大），スーザン・ワッ
ク（ダルハウジー大）
，リン・テイラー（同），ジョディ・D・ナイキスト（ワシントン大）
，イ・ヘジュン（ソ
ウル国立大学），リンダ・フォンヘーネ（カリフォルニア大バークレー校）
，サブリナ・ソラッコ（同）
中列左から，町井輝久（北大），吉永契一郎（東京農工大），山田礼子（同志社大），石田東生（筑波大），
宮本陽一郎（同）
，安藤厚（北大）
，脇田稔（同），山岸みどり（同），西森敏之（同），阿部和厚（北海道医療大）
後列左から，細川敏幸（北大），河内真美（筑波大），トム・ガリー（東大駒場），瀬名波栄潤（北大）
，
山田邦雅（同），小笠原正明（筑波大）
（敬称略）
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国際シンポジウム・ワークショップに参加して
〜アカデミックライティングの新展開〜
文学研究科・准教授 瀬名波

栄潤

国際交流室が現在検討しているアカデミックサポー

イティングの授業やワークショップを提供してほし

トの一つ，ライティングラボ設置準備作業部会の一員

い」など，本学にアカデミックライティングのサービ

として，アカデミックライティングに強い関心を持っ

ス提供を促すものから「大学教員になるにはアメリカ

てこの国際シンポジウムに参加しました。高等教育機

の大学院が最善」という悲観的なものまでありました。

能開発総合センターの先見性の高い企画に感謝すると

札幌でのディスカッション「日本と米国におけるア

同時に，本学でも早急にアカデミックライティングの

カデミックライティング」では，ソラッコ氏と私に，

サービスを提供しなければならないと感じました。

筑波大の宮本陽一郎氏と東京大のトム・ガリー氏が加

筑波大学では，まずカリフォルニア大学バークレー

わり，日本におけるアカデミックライティングやライ

校アカデミックサービス部長のソラッコ氏が同サービ

ティングセンターの役割が，ネイティヴチェックを行

ス部の仕事の内容を紹介しました。そこは将来「よい

う添削センターから，多少の文法ミスには目をつむり，

教え手」になるための院生教員対象の教授法教育に加

理論構成のしっかりした論文執筆を教授する方向へと

えて，
「よい書き手」として自立した研究者になるた

転換しつつあることが報告されました。バークレー校

めのライティングの指導を併置した特色あるプログラ

のアカデミックライティングプログラムが，今の日本

ムを提供しています。アカデミックライティングでは，

の大学が目指す方向であることが見えてきました。シ

課題論文や学位論文だけでなく，外部資金申請書の書

ンポジウム終了後，よりよいアカデミックライティン

き方なども指導します。

グプログラム構築へ４大学が協働することを誓い合い

その後，ソラッコ氏はワークショップ「研究成果

ました。

を発信するためのアカデミックライティング実践」を

本学にアカデミックライティング・プログラムを設

30 名ほどの大学院生を対象に行いました。１分間で

置することは，北大の教育の国際化のために不可欠の

論文の主旨を言い切る「エレベーターピッチ」の訓練

急務です。留学生も日本人学生も切望しています。そ

は印象的でした。本学からは 15 人ほどの大学院生が

の実現には国際交流室と教育改革室の協働とリーダー

参加し，留学生・日本人学生，男女，理系・文系の比

シップが必要です。ちなみに，シンポジウム終了から

はそれぞれほぼ同じで，プログラムの感触を得るには

一ヶ月後，東京大のアカデミックライティング教員グ

理想的な構成でした。受講後の反応には，
「バークレー

ループはバークレー校視察へ旅立ちました。

校のシステムを導入すべき」
「北大もアカデミックラ

写真１

ソラッコ氏のアカデミックライティング・ワークショップ風景

6
̆̆

センターニュース

No.80

September 2009

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

英語による授業に関する FD プロジェクト
今年度，国際企画課国際教育連携支援チームは

スンでは，苦手意識を感じていることに敢えて挑戦

高等教育機能開発総合センターとの共催で，英語で

し，ビデオ録画をその場で再生して自分の授業の

授業を行う教員向けのサポートプログラムの開発に

様子を見ました。次に，建設的なフィードバック

取り組んでいます。

(constructive feedback) では，まずは授業でうま
くいった部分についてコメントしあい，お互いの良

文学研究科向け英語による授業に関する
FD プログラム

い点から学ぶ姿勢を大切にし，その後の改善点につ

これから英語による授業を増やしていく初期段

を提示することを心掛けました。参加者は，今後広

階の研究科向けに，汎用性のあるプログラムの先行

いてのコメントも批判的になることは避け，具体例
く学内で実施するメリットを体感しました。

モデルを作ることを目的として 6 名の教員が参加
し，6 月から 2 月まで全 6 回のワークショップを開

ライデン大学 FD プログラム

催します。デモレッスンとピアレビュー，英語での

オランダ・ライデン大学の協力を得て，8 月 24 〜

授業に関連したテーマについてのディスカッション

28 日ライデン大学及びデルフト工科大学で開講さ

を行い，他の教員との積極的な意見交換を通して実

れ，本学 9 部局より 15 名の教員が受講しました。

践的なスキルアップを目指します。

1999 年に採択されたボローニャ宣言の後，EU
内で学生移動が活発化した影響を受け，ライデン大

マイクロティーチング・ワークショップ

学及びデルフト工科大学をはじめオランダの大学で

文学研究科向け FD プログラム開発の一環とし

は，2005 年頃より大部分の大学院教育を英語で行

て，7 月 29 日には 4 名の教員対象にナイキスト教

うことになりました。まず段階的なスケジュールで

授（ワシントン大学教育開発研究センター名誉セ

改革が進められた様子や，課題と対応策などについ

ンター長）によるマイクロティーチング・ワーク

て具体例が提示され，国際化を進める上での戦略や

ショップを行いました。各自 4 分間行うデモレッ

方針の重要性について説明を受けました。次に，非

写真 1

ライデン大学 FD プログラム参加者

7
̆̆

センターニュース

No.80

September 2009

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

英語圏の大学で授業を英語で提供するための対策に

らない大きな枠での国際化の進め方について，参加

ついて学びました。ペアワークやディベートなどを

者の間で部局の枠を越えて活発な意見交換が行われ

用いた効果的な授業の進め方や，さまざまな質問へ

ました。

の対応策，英語力のスキルアップなどについて，実
践的な研修が行われました。

このプロジェクトについては，12 月に全学向け
の報告会を開催しますので，ぜひご出席ください。

プログラム終了後，今回入手した情報の本学に

問合せ先： shien@general.hokudai.ac.jp

おける活用策，及び英語での授業の提供だけに留ま

写真 2

（国際教育連携支援チーム

佐羽内喜久子）

マイクロティーチング・ワークショップ

マイクロティーチング・ワークショップ参加レポート
文学研究科向けの英語による授業に関する FD プ

回答

ログラム特別回として，７月 29 日にワシントン大

文学研究科・蔵田伸雄（倫理学）

学のナイキスト先生の指導によるマイクロティーチ

１）実際にマイクロティーチングを経験してみて，

ング・ワークショップが行われました。以下，本来

自分の授業の性格を具体的にふりかえることが

は公表を予定していないアンケートですが，参加者

できました。またマイクロティーチングの具体

のご了解を得て，生の声を紹介します。

的なイメージをもつこともできました。
２）自分の授業の「欠点」については自覚があった

質問

のですが，むしろ「自分の授業のどこがよいのか」

１）なにか新しい / 興味深い知識 / 経験を得ました

を具体的に指摘してもらえることはあまりない
ので，そのような点で参考になりました。

か？

３）マイクロティーチングは広く各部局や専攻等の

２）今後の授業に活かせる点がありましたか？
３）北大で広く活かせるようなことがありました

単位で実施してみるとよいと思います。同僚に
自分の授業を見られる，自分の授業をビデオで

か？

見るということに抵抗を感じている教員も少な

４）その他何かあればお書きください

くないと思いますが，実際のマイクロティーチ
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ングは楽しいものだということがわかってもら

てみたらどうか，という意味であれば，それは

えれば，広く実施できると思います。高機能セ

それで有意義なことと思います。

ンターを中心に，学内に広げていってはどうで

４）お忙しい中この時間をとってくださった Nyquist 先生をはじめ，山岸先生，スタッフのみな

しょうか。
４）ご本人は謙遜していらっしゃいますが，ナイキ

さまに深く感謝しています。なお，自分の授業

スト先生のファシリテーションはすばらしいも

のビデオ撮りは，苦痛に耐える根性さえ身につ

のでした。ご本人の経験のたまものだと思いま

けば（笑），大変有効な方法だと思います。

す。参加者を威圧することなく，具体的な改善
点を理解させていく技法はさすがです。北大で

文学研究科・眞嶋俊造（応用倫理研究教育センター）

実施するさいに成否を分けるのはファシリテー

１）得ました。（自分の模擬授業の様子をビデオで
見ること，ピアレビュー）

ターの技術だと思います。

２）ありました。
（リラックスして，学生も自分も
文学研究科・村松正隆（倫理学）

より快適になるようにしていく必要があるかな

１）具体的に「これ」というものを学んだとは言わ

あと思いました。）

ないが，
「大切な心構え」とでも言うべきことを

３）あると思います。
（ビデオ FD）

意識できるようになった。Nyquist 先生が，「学
生が何を学ぶか」が大事である，と繰り返され

文学研究科・中村三春（映像・表現文化論）

ていたのが印象的であった。また，同僚の授業

１）講師および参加者とのディスカッションを通

を見るときも，まずは積極的な姿勢で臨むこと

して，建設的な授業改善の方策を考案すること

の重要性がよく意識できた。

ができた。自分の授業風景をビデオで確認して，
実際に問題点や課題を認識することができた。

２）ありました。“Do you have any questions?”
ではなく “What are your questions?” と尋ねる，

２）双方向的な授業の構築方法について，多様なヒ

というのは，日本語だとどう言えばいいか，す

ントを得ることができた。資料の作り方や授業

ぐにはわかりませんが，試してみようと思いま

中のジェスチャーなどについて，具体的に実地

す。

で学ぶことができた。

３）申し訳ないですが，質問の趣旨がよくわかりま

３）英語の苦手な自分でも何とかなるところもある

せん。「誰が」
「活かす」のでしょうか？「私が」

ことを認識し，英語の授業を普及する糸口が得

であれば，それは「活かせると思う」と答えま

られた。

すし，
「他の先生たちも」という意味であれば，

４）講師およびスタッフの皆さんの献身的な貢献に

それは「他の先生たち次第」ということになり

感謝したい。他の形式ではなかなか得られない

ます。もっとも今日の方法を北大の有志でやっ

貴重な体験をすることができた。

写真 1

ナイキスト先生のマイクロティーチング・ワークショップ

9
̆̆

センターニュース

No.80

September 2009

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

「革命」進行中のオランダから
〜ライデン大学 FD プログラムに参加して〜
8 月 24 〜 28 日にオランダのライデン大学など

をもとに，大学が独自に組み立てたものです。
ライデン大学では，教員に対して 6 段階評定で

で行われた「英語による授業に関する FD プログラ
ム」（詳細は７〜８ページを参照）に参加しました。

上から 2 番目のレベルを要求しています。この基

ライデン大学は学生数 1 万 8000 人の総合大学で，

準に満たない場合，大学の費用で英語研修が行われ

国境を越えた学生の移動がますます活発になる中，

ます（プレゼンテーションや発音，ライティングな

2005 年から修士課程のプログラムを原則として英

どに特化したコースがあります）
。外国語で講義を

語で提供しています。EU の非英語圏の大学では，

する際のコツも体系化されていて，研修プログラム

英語による授業に対応するため，教員の能力開発や

などを通じて教員に提供されているそうです。英語

学生支援をどのように進めているのか？ ライデン

力の評価や研修は主に学内の外国語センターが担当

大学の研修プログラムを体験し，その実態をつぶさ

しますが，専属の英語支援スタッフが論文のチェッ

に知ることが，今回の研修の主な目的でした。

クなどのサービスを提供している部局もあります。
ライデン大学のスタッフが口々に述べていたの

最も印象的だったのは，教員や学生の英語力を評
価する方法が全学的なシステムとして確立され，実

は，
「今，ここで起きているのは革命（revolution）

施されていることです。研修中，その評価の模擬セ

だ」ということです。外国語センターの責任者は，
「たんに個々の授業を英語に置き換えればよいとい

ッションに参加する機会がありました。
インタビュアーと外国語教育専門の評価者がペア

う発想ではダメ」とも話していました。評価・研修

になり，被験者（評価対象の教員等）に英語で面接

の仕組みや，その背後にある全学レベルでの言語政

します。被験者は，インタビュアーの質問に答えた

策（language policy）が有機的に結びつくことが

り，与えられた写真について口頭で説明したり，自

必要である，と。英語力評価の面接はその端的な現

分の研究について自由にプレゼンテーションをした

れです。

りします。その間，15 分足らず。評価者は，語彙

個人的には，
「革命」という言葉に象徴される物

や発音，流暢さ，聞き手に訴えかける力などの観点

事の進み方に若干戸惑いもありましたし，そもそも

ごとに，能力記述文（「○○ができる」
）で示された

オランダと東アジアの中の日本とでは，「国際化」

基準を使って，あっという間に英語力を評定してい

の文脈も異なります。それでも，北大の国際化にと

きます。面接後，
「初歩」から「熟達」の 6 段階で

って，オランダの経験は，英語による授業を徹底的

総合評定が下され，その場で被験者にフィードバッ

に導入した先例として，一つの大きな参照例となる

クされます。ちなみに，ここで用いている基準は，

と感じました。

欧州評議会の「ヨーロッパ言語共通参照枠」
（CEFR）

写真１

英語力評定のための模擬面接（左端が評価者）
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＊＊＊ 全学教育の科目責任者からひとこと ＊＊＊
想像力と創造性をきっと磨いてくれるはず！
「芸術と文学」企画責任者

文学研究科

今年度「芸術と文学」では一年を通して 30 の授

ノ グ チ の Black Sun も，

業を提供しています。その内訳は，文学・物語（10

ドストエフスキーの作品

件），舞台芸術（3 件），映画（4 件）
，美術・建築（4

も，グレゴリオ聖歌も，

件），音楽（５件），総合的内容（4 件）と，文学系

それを世に送り出した社

が主流を占めるものの，視覚・音響芸術等，幅広い

会・文化的背景を理解す

トピックスが展開しており，学生さんたちの多様な

るためには時間と空間を

興味・関心に応えられるものと考えています。

超える必要があり，それ

今回この原稿を書かせて頂くにあたり，あらため

准教授

安達

真由美

を可能にしてくれるのが

てそれぞれのシラバスに目を通させて頂いたのです

想像力です。そして，芸術作品を享受する側として

が，そこから見えた「芸術と文学」の本質とは，こ

だけではなく，学生さん自身がアイデアやイメージ

とば，文字，色彩，テクスチュア，音声，映像，音楽，

をことばや音楽で表現してみることで，自分の中に

照明等，異なる表現媒体を通して実現された（ある

秘められた創造性にも気づけるかもしれません。そ

いは実現し得る）
「想像力と創造性の追求」に尽き

んな機会を与えてくれる授業を，学生の皆さんに楽

ます。古代ギリシャの叙事詩も，中国の変身物語り

しんで頂けたらと思います。

も，風の谷のナウシカも，ベルリンの壁も，イサム・

高等教育

HIGHER EDUCATION

特任研究員（旧外国人研究員）にオーメット氏
今年度の特任研究員に，インディアナ大学ブルー

いはカリキュラム評価のた

ミントン校教育政策・評価センターの Judith Ann

めに作られたアンケート調

Ouimet （ジュディス・アン・オーメット）氏が着

査で，今では全米 700 以上

任しました。期間は 7 月 1 日から 2 ヶ月間です。

の大学が参加しています。

オーメット氏は 1985 年テキサス大学オースティン

NSSE の調査結果は大学間

校国際経済・経営管理学科を卒業，1998 年に同大

の比較を可能とし，教育改

学教育学博士を取得しています。現在インディア

革に資するところが大きな

ナ大学で学部教育担当副学長補佐（Assistant Vice

試みです。
オーメット氏は七月末に開催された国際シンポジウ

Provost for Undergraduate Education）を務めて

ム（学生の学習成果を上げるための教員研修〜授業

います。
オ ー メ ッ ト 氏 は 2000 年 か ら イ ン デ ィ ア ナ 大

成果についての学生調査〜）や同志社大学（NSSE と

学 で 始 ま っ た Indiana University-Bloomington

CLASSE を利用した学生エンゲージメントの評価）で

National Survey of Student Engagement (NSSE)

講演しました。さらに，高等教育ジャーナルにその研

に Assistant Project Manager として参加し，その

究成果を発表する予定です。

基礎を築きました。NSSE（ネッシー）は大学ある
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北海道大学教育倫理綱領および科学者の行動規範の制定
高等教育開発研究部では，平成 18 年 7 月に「教

審議を経て，「北海道大学教育倫理綱領」と「北海

員の倫理綱領についての研究会」を組織し，FD 等

道大学における科学者の行動規範」が制定されまし

の基準ともなる教員の教育倫理綱領について検討を

た。本学の教員は，これらに則り，高い倫理観に支

重ね，中間報告案，修正案を提案してきましたが，

えられた責任ある教育・研究活動を行うことが求め

このたび教育改革室，教育研究評議会，役員会での

られています。

（安藤厚）
平成 21 年 6 月 23 日制定

北海道大学教育倫理綱領
北海道大学は，札幌農学校に遡る長い歴史の中で ,「フロンティア精神」,「国際性の涵養」
，「全
人教育」，「実学の重視」という教育研究の基本理念を培い，教育の基本的目標を，豊かな人間性と
高い知性を涵養する幅広い人間教育，自由・自主独立の精神の涵養と自律的個の確立，人権を尊重し，
社会的要請に的確に対応しうる基盤的能力の育成を目指すと定めている。これらの目標を達成する
ために，北海道大学の教員は，自らを律する規範を次のように定める。
第１
第２
第３
第４
第５

教員は，すべての学生が「高邁なる大志」を育み，新しい道を切り拓くことができるよう，
模範と指針を示し，自由な学風の醸成に努める。
教員は，すべての学生に自律的個の確立を促し，その人格を尊重し，敬意をもって接する。
教員は，学習目標を明確に示し，つねに授業改善に努め，学生の自主的な学習を支援する。
教員は，学生に明確な成績評価基準を示し , 学習目標に即した公正な評価を行う。
教員は，きめ細かな学生指導に努め，個人情報の保護に最大限の注意を払う。

北海道大学における科学者の行動規範
科学と科学研究は人類社会の平和と安全および公正で豊かな未来のためにあり，科学技術の発展
と科学者の主体的な判断に基づく研究活動は，社会からの信頼と負託を前提としてはじめて社会的
認知を得ることができる。それゆえ，科学者は研究活動においてその透明性を維持し，社会に対す
る説明責任を果たすとともに，厳しく高い倫理観を要求されていることを常に自覚しなければなら
ない。ここでいう「科学者」とは，人文・社会科学から自然科学までを包含するすべての学術分野
において，新たな知識を生み出す活動，あるいは科学的な知識の利活用に従事する研究者，専門職
業者を意味する。
こうした認識のもと，北海道大学は本学において研究活動を行うすべての科学者が，日本学術会
議が策定した「科学者の行動規範」
（平成 18 年 10 月 3 日）に基づき，
研究活動を行うことを宣言し，
行動規範をここに定める。
１）科学者は，研究の立案・計画・申請・実施・報告等の過程において，研究・調査データのねつ造，
改ざん，盗用等の不正行為を行わず，またこれに加担しない。
２）科学者は，研究活動の透明性と説明責任を果たすために，実験や調査の記録等の研究資料を
適切に保存する。
３）科学者は，自らの行っている研究が社会の負託に応える重大な責務であることを強く自覚し，
研究の実施，研究費の使用等にあたっては，法令や関係規則を遵守する。
※１ 研究活動上の不正に関する申立て
http://www.hokudai.ac.jp/sangaku/husei/report.html
※２ 国立大学法人利益相反マネジメント規程
http://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki̲honbun/au01005431.html
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戦略的大学連携支援プログラムに採択
《相互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出―国公私立４大学 IR ネットワーク―》
平成 21 年度「大学教育充実のための戦略的大学

ラーニング・アウトカム目標の設定，ナンバリング

連携支援プログラム」
（大学改革推進等補助金）に
「相

制による課程編成・実施方針の明確化のための具体

互評価に基づく学士課程教育質保証システムの創出

的方策を展望し，こうした取り組みを通じて教育の

―国公私立４大学 IR ネットワーク―」（代表校：同

質保証システムの構築を企図しています。
さらに，本取り組みの最終目標である IR を基盤

志社大学；連携校：北海道大学，大阪府立大学，甲
南大学；平成 21 〜 23 年度）が採択されました。
戦略的大学連携支援プログラムは，国公私立大

とした全国規模の大学コミュニティづくりに向け
て，連携大学が協力して IR 人材育成を進めます。

学の連携による地方の大学教育の充実に重点的に取

具体的には，同志社大学が開発してきた新入生

り組むことが早急に求められていることから，昨年

および 3 年次生に対する学習成果に関する学生調

度に公募がはじまり，本年度は全国の国公私立大学

査アンケートを北大でも実施し，他大学のデータと

等からの応募 119 件のうち 38 件が採択されました。

も比較して，「学士力」の向上，教育の質保証の進

この取り組みでは，国公私立 4 大学が連携して，

捗状況を把握する手法を開発します。

教育の質保証を促進するため，学生調査を軸とした

併せて，本学でも進めてきた，GPA，履修単位

客観的なデータに基づいて教育の現状を評価する

数などの教務情報データに基づく教育改善の手法を

IR（Institutional Research）機能の充実，IR を活

4 大学で共有し，客観的なデータに基づく評価・改

用した連携大学間での相互評価，その評価結果を学

善の文化を広く普及することを目指します。
設置形態，規模，歴史・伝統の異なる 4 大学の間で，

生の学習時間の確保，単位制度の実質化に結びつけ

共通の目標，評価基準，改善手法を開発することは，

る教育環境の整備を目指します。
また，その成果を学生に対する教育に還元する

大きな挑戦です。

ため，外国語（英語）科目に関する学士課程教育の
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教育改善を目指す FD・SD ネットワークの構築
〜 IDE 大学セミナー開催される〜
8 月 20 日（ 木 ） 〜 21 日（ 金 ） に， 今 年 度 の
IDE 大学協会北海道支部のセミナーが本学との共催
で，上記のテーマでホテル札幌ガーデンパレスにお

FD・SD（職員研修）を組み合わせたネットワーク
活動を目指しています。
今後発展していくであろう地域ネットワークの活
動内容を詳細に聞くことができて有意義な二日間で

いて実施されました。
大学設置基準における「FD の義務化」により，

した。なお，IDE 大学協会は学会組織をとった高等

ここ二，三年の間に多くの地域でネットワーク，コ

教育研究の組織で，どなたでも加入でき，セミナー

ンソーシアムと呼ばれる連携組織が結成されていま

に参加（無料）もできます。詳しくは以下のアドレ

す。ひとつの大学ではできない研修を，多数の大学

スをご覧下さい。

が協力して実施することが，その活動の目的です。

IDE 大学協会（http://ide-web.net/）
（細川敏幸）

しかし，最終的な目的は研修そのものではなく，各
大学の教育改善・学生の学力向上にあることは明ら

表1

かです。そこで，いかに教育改善を進め学生の学力
向上を図るか，その点に絞って他地域の FD・SD ネッ
トワークの実践的活動についての事例を学ぶととも
に，道内の動向も紹介し，今後の各大学の活動の参
考となるよう企画しました。
一日目には，FD ネットワークの成功例として愛
媛大学の佐藤先生と山形大学の小田先生の講演があ
りました。両者とも FD の北大モデルを踏襲しなが
ら，複数の参加大学に活動を広げており，その苦労
話とともに成功の秘訣を話されました。
二日目は，すでに活動を開始しているか今年中に
活動を開始する予定の道内４ネットワークの詳細を
報告してもらいました。旭川は地域の健康，北海道
東部地域は教員免許更新講習に的を絞った活動で
す。函館は大学の教育活動全般を，北海道地区は

写真 1

プログラム

・特別講演（20 日）
「成功する FD ネットワークの運営方法
〜四国地区大学教職員能力開発ネットワークを事例に〜」
愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室副室長
准教授 佐藤 浩章
・特別講演（20 日）
「東日本地域 FD ネットワーク “ つばさ ” の活動」
山形大学高等教育研究企画センター 教授 小田 隆治
・シンポジウム（21 日）
「北海道の教育コンソーシアム活動」
司会：北海道大学 教授
細川 敏幸
「旭川ウェルビーイング・コンソーシアム」
旭川医科大学 教授
吉田 貴彦
「北海道東部地域免許状更新講習コンソーシアム」
北海道教育大学 准教授
廣田 健
「キャンパス・コンソーシアム函館」
北海道教育大学 教授
雁澤 好博
「北海道地区 FD・SD 推進協議会」
北海道大学 教授
細川 敏幸

講演する小田隆治氏

写真２

佐藤浩章氏
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CENTER

北海道地区 FD・SD 推進協議会設立総会
北海道地区における，国公私立大学等の FD（教

務局を置くことが了承されました。

員研修），SD（職員研修）及び TAD（ティーチン

第２部では文部科学省高等教育局大学振興課大

グアシスタント研修）の推進に係る情報の交換・共

学改革推進室の高橋学務係長より挨拶の後，国立教

有やプログラムの共同開発を目的として，
「北海道

育政策研究所高等教育研究部の川島啓二総括研究官

地区 FD・SD 推進協議会」が発足しました。

より，
「これからのＦＤに求められるもの〜大学教

本協議会は昨年 12 月から道内の大学が参集し

育の革新と教員の在り方〜」と題した記念講演が行

て，その設立を計画したものです。予算的な裏付け

われました。それによれば，日本国内ではこれまで

はありませんが，長期的に必要な組織であることが

にも FD が各大学で実施されてきましたが，成果は

認識され，設立に到りました。当推進協議会は，参

あまり上がっていないと思われています。これは，

加校である道内 53 の大学・高等専門学校が連携・

FD の効果の評価をしていないことや，現場の必要

協同して，FD，SD 及び TAD の推進に係る情報の

性に応じた FD になっていないことなどの理由によ

交換・共有やプログラムの共同開発を行うものです。

ります。今後期待されるのは，教育改善と制度改革

10 月 8 日（木）15 時 30 から学術交流会館 大
講堂で開催された設立総会には，関係者約 100 名

が統合されたシステム作りと，その中における効果
的な FD 活動です。

が出席しました。その第１部では佐伯北大総長の挨

終了後，北海道大学ファカルティハウスエンレ

拶の後，規約案の審議や推進協議会の中心となる幹

イソウで，情報交換会が開催され，講師も含めた

事校の選出が行われました。その後幹事会が開催さ

40 名が参加し，貴重な情報交換の場となりました。

れ，北海道大学を代表幹事校とし，推進協議会の事

（細川敏幸）

写真 1

佐伯総長の開会挨拶

写真２
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国際化加速に向けた FD
〜目指せ！バイリンガル大学〜
デルフト工科大学は，1999 年のボローニャ宣言

国際企画課国際教育連携支援チームは高等教育
機能開発総合センターと共催で，12 月 1 日（火）

を受けてカリキュラムや学位システムの大変革に取

〜 2 日（水）にわたり，上記のテーマで FD を実施

り組み，刷新には明確なヴィジョンの共有と強力な

しました。第 1 日目は計 208 名（教員 160 名，職

リーダーシップが不可欠であることを学びました。

員 48 名）
，第 2 日目は計 174 名（教員 164 名，職

2005 年から大学院の授業を全て英語化していく過

員 10 名）が参加し，活発な討論と情報交換が行わ

程で，様々な経験をし，英語授業化を実現する際の

れ，両日ともに佐伯総長の講評で締めくくられまし

ステップや教訓，国際的な高等教育マーケットでは

た。アンケートでは様々な意見や要望が寄せられ，

教育上のミッションを特定することの重要性など，

この 2 日間の FD によって全学的に課題を共有でき

多くを学んだことが紹介されました。
報告の最後には，両大学で教職員対象に実施さ

ましたので，今後は一丸となって本学の更なる国際

れている英語力査定試験について紹介があり，本

化の促進が期待されます。

FD のアンケート結果では，本学の教職員がこの点
について高い関心を持っていることが示されまし

第 1 日目「オランダの大学に学ぶ北大の
国際化戦略」

た。まとめとして，本学での英語による授業実践に

前半は，2009 年 8 月末に行われたライデン大学・

後半は，本学の国際化戦略の課題と目標につい

デルフト工科大学での FD プログラム参加者から，

てパネルディスカッションが行われました。最初に

両大学の国際化戦略について報告がありました。

本堂理事・副学長（国際交流担当）から，本学の理

ラ イ デ ン 大 学 は，2005 〜 2009 年 ま で 5 年 間

ついて，組織的な支援策が提言されました。

念である「国際性の涵養」および少子化に伴う大学

に全学的な国際化プロジェクトを実施しています。

経営，学部と大学院での異なる授業展開という観点

2005 年には，言語政策をバイリンガル体制へ根本

から，本学がどのようなスタンスで国際化に取り組

的に転換し，外部から新たに採用された国際担当副

もうとしているかについてお話がありました。脇田

学長の下に国際室が置かれました。また，「教育開

理事・副学長（教育担当）からは，バイリンガル化

発センター」および「外国語センター」が教職員研

をどのように行うかについて，歴史的背景も踏まえ

修を体系的に担っています。

てお話があり，ある時点でバイリンガル化に踏み出

写真 1

佐伯総長の講評

写真２

第１日目パネルディスカッション
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す覚悟を一丸となって決めるよう提案されました。

ては，文学研究科向け FD での様子をビデオで見せ

その後，事前に寄せられた質問の中から，本学

ながら，お互いのデモレッスンの良い点から学ぶ姿

が目指す国際化の戦略的な目標，国際化を進める時

勢の大切さや，英語授業の FD でマイクロティーチ

の教育上のサポート，留学生支援と事務のサポート

ングを行うメリットについて説明がありました。
後半は，
「見てみよう！英語での授業」と題して，

体制について意見が交わされました。
最後に佐伯総長の講評として，次期中期目標・

本堂副学長が先陣を切り，続いて「文学研究科向け

中期計画の大事なキーワードとして「世界に開かれ

英語による授業に関する FD プログラム」および「ラ

た大学」および「可能な限り世界の水準に近づいた

イデン大学 FD プログラム」参加者を含む 4 名の教

教育システム」が挙げられ，実現に向けて人的・資

員がデモレッスンを行いました。これは，マイクロ

金的支援をしていきたいと述べられました。

ティーチングと同様に，5 つの異なるタイプのレッ
スンから良い点を学び，参加者に自分に合った授業
のイメージを持ってもらう趣旨で，アンケートでは

第 2 日目「やってみよう！英語での授業」

大変参考になったとの意見が多く寄せられました。

始めに脇田理事・副学長から開会の辞で，第 1

最後に佐伯総長の講評として，第 1 日目はなぜ

日目に佐伯総長が述べた「世界に開かれた大学」と

英語による教育が必要か，から始まり，第 2 日目

は，世界のどこから来ても自由に意思疎通ができる

は実際の英語による授業について紹介などがありま

大学であり，その際の共通言語は英語が中心になる

したが，まずはやってみることから始めるのが大切

とのお話がありました。

で，組織や全体構想を生み出すまでには時間がかか

前半は，工学研究科で実施されている英語での
授業について，日本人学生や留学生からの期待や

るため，それまでは各教員の努力で実績を作ってい
ただきたいと述べられました。

フィードバックなどが紹介され，英語の流暢さは一

発表資料や報告書などは，ホームページに随時

番の問題ではなく，ティーチングに関しての教員の

掲載されます。
「国際化加速の取組（ダブル・ディ

熱意や努力が重要であることが述べられました。

グリー，英語による授業の FD 等）」をご覧ください。
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/e/wabun/

次に，高等教育機能開発総合センターの国際化
に関する取り組みについて，国際教育連携支援チー

index.html
問合せ先： shien@general.hokudai.ac.jp

ムと共催の FD のほかに，昨年から進めている今後
10 年の次世代 FD のための研究や，筑波大学で行

（学術国際部国際企画課 国際教育連携支援チーム
コーディネーター 佐羽内喜久子）

われたワークショップなどについて紹介がありまし
た。マイクロティーチングのワークショップについ

写真３

第 1 日目 会場の様子

写真４
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＜第 1 日目＞

( 北海道大学高等教育機能開発総合センター )

プログラム

12 月１日（火）10:00-12:00

テーマ：
「オランダの大学に学ぶ北大の国際化戦略」
・開会の辞

蟹江

俊仁 教授（工学研究科）

・ライデン大学・デルフト工科大学での FD プログラムについての報告
「プログラム概要」橋本

善春 教授（獣医学研究科，ライデン大学・デルフト

工科大学での FD プログラム団長）
「ライデン大学の国際化プロジェクト」三上

直之 准教授（高等教育機能開発

総合センター）
「デルフト工科大学の国際化プロジェクト」泉
「教職員に求められる英語力」松下

典洋 教授（工学研究科）

大介 准教授（理学研究院）

・本学の国際化戦略の課題と目標
ファシリテーター：佐々木
パネリスト：本堂

学長（教育担当）
，橋本
・講評と閉会の辞
＜第 2 日目＞

隆生 特任教授（公共政策大学院）

武夫 理事・副学長（国際交流担当）
，脇田
佐伯

稔 理事・副

善春 教授（獣医学研究科）
浩 総長

12 月 2 日（水）10:00-12:00

テーマ：
「やってみよう！英語での授業」
・開会の辞

脇田

・
「英語での授業

稔 理事・副学長（教育担当）

〜工学研究科の学生の声〜」

ウィラワン マナクン 講師（工

学研究科）
・
「マイクロティーチングを活用しよう」
「高機能センターの取り組み」

安藤

厚 教授（高等教育機能開発総合セ

ンター）
「マイクロティーチングのワークショップ」

山岸

みどり 教授（高等教

育機能開発総合センター）
・
「見てみよう！英語での授業」
「副学長も挑戦！」 本堂

武夫 理事・副学長（国際交流担当）

「宮澤賢治を英語で！」 中村

三春 教授（文学研究科）

「バイリンガル形式：日英チャンポン」 池田 元美 教授
（地球環境科学研究院）
「私にでもできる英語の授業」 佐々木
「学生を巻き込んで！」 常田
・講評と閉会の辞

写真５

佐伯

克彦 教授（工学研究科）

益代 教授（留学生センター）

浩 総長

第２日目 本堂理事・副学長のデモレッスン

写真６

第２日目 会場の様子
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アカデミック・サポート推進室が発足
北海道大学では，平成 23(2011) 年度入試より，

アカデミック・アドバイザー補佐 ：岡墻 裕剛

従来の学部別入試とならんで，理系・文系という大

アカデミック・インストラクター ：斉藤 準，日吉 大輔

きなくくりの募集単位に基づいた「総合入試」を導

アカデミック・アナリスト

入し，学生の多様なニーズに即した大幅な教育シス
テムの改変を予定しています。

：柴田 洋，竹山 幸作

5 名は，現在は本センターのアカデミック・サポー
ト推進室で勤務していますが，来春からは正式に発

これに対応して，本センターでも，新たなシステ
ムの構築と発展のために，10 月 1 日より以下の 5

足するアカデミック・サポートセンターで，学習支
援を中心とした活動を行っていく予定です。

名の特定専門職員が採用されました。

（ 川端 潤

農学研究院教授，

アカデミック・サポート推進室長）

10 月 1 日付けで特定専門職員に採用されまし

第一の目的としています

た，岡墻裕剛 ( オカガキヒロタカ ) と申します。ア

が，学習支援や FD に関

カデミック・サポート推進室で，アカデミック・ア

する内容にも参加してい

ドバイザー補佐として勤務しております。採用前

ます。現状では補佐すべ

は，文学研究科の言語情報学講座で専門研究員と事

きアカデミック・アドバ

務補助員を兼務していました。研究の専門は日本語

イザーの就任が未定で，

学・国語学と呼ばれる分野で，常用漢字や JIS 漢字

今後の業務形態も模索中

といった集合としてとらえた場合の漢字の研究を

ですが，可能な限り多く

行ってきました。博士論文は，明治時代の日本研

の業務に携わり，教職員

究家である B.H. チェンバレンの『文字のしるべ』

と学生の皆様のサポートができるようにがんばりた

(1899) という資料についてまとめ，2008 年 3 月に

いと考えています。
ご迷惑をおかけすることも多いかと思いますが，

博士 ( 文学 ) を取得しました。
現在の業務は，今後導入される総合入試への対策

お力添えのほど，何卒よろしくお願いします。
（岡墻裕剛）

として，各学部・学科・コース等の教育研究内容を
整理・収集した「アカデミック・マップ」の作成を

10 月より，アカデミック・インストラクターと

が，そうした近似や現象

して採用されました，斉藤準と申します。インスト

論に依らない理論を構成

ラクターは，主に初年次の学生さんを対象に，基礎

するための，一つの道具

科目に関する学習上の質問や相談をお受けして，サ

立てを与えようというの

ポートさせていただくという役割です。私は理系科

が，これまでの私の研究

目を中心に担当させていただく予定です。 来年 4

内容です。

月のサポート体制開始に向けて，目下準備作業を進

こうした研究を直接日
常に役立たせることはな

めております。
今回の採用以前は，本学理学研究院物理学部門の

かなか難しいのですが，研究を通じて得た経験や知

専門研究員として，素粒子論の研究に従事してお

識を，少しでも学生さんへのサポートに役立たせる

りました。素粒子とは，宇宙を構成するあらゆる力

ことができれば嬉しく思います。また教職員の方々

と物質の基本要素です。現在のところ素粒子の理論

にも，何かお役に立てることがありましたら，是非

は，一部の例外を除いては，近似的で現象論的な計

お声がけいただければと思います。 どうぞよろし

算手法でしか定式化することができていないのです

くお願いいたします。
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でした。それは哲学に似
て，自然と人間，社会と

て勤務しております，日吉大輔と申します。
３月に北大大学院を修了しました。大学院ではギ
リシア哲学を研究しておりました。出身は東京都で
す。北大文学部に 3 年次編入で入学するために札

の間に広がる響きのよう
に聞こえました。
今後の仕事として，都
市と自然の中に住む北大

幌へ来たのが 10 年ほど前になります。
これまでの北海道での暮らしの中で印象に残って

の学生さんたちの，学習

いることは，冬の深夜，
建物にできた氷柱をアスファ

のお役に立てればと考え

ルトの地面に落としたときに，いかにも透明感のあ

ております。どうぞよろ

る音が聞こえたことでした。ささやかだけれど，北

しくお願いいたします。

（日吉大輔）

海道の自然と札幌という都市の中でつくられた音

2009 年 10 月よりアカデミック・アナリストと

その影響か，北大では多

して採用されました柴田洋と申します。以前は北大

くの研究室で染色体を対

農学部に博士研究員として勤務しておりました。専

象とした研究が行われて

門は細胞遺伝学で，染色体を通して生物の進化を考

います。このように北大

える研究を行っていました。染色体という言葉には

にゆかりのある学問を北

馴染みが薄いかと思いますが，シマシマ模様の染色

大で学ぶことは学問の歴

体の模式図はドラマ，漫画，アニメなどに度々登場

史を感じられ面白いこと

しています。染色体と関連の深い用語に「ゲノム」

ではないでしょうか。

という用語があり，最近はこちらを耳にすることが

現在アカデミック・アナリストとして，入学者の

多いかもしれません。よく聞かれるものに「ヒトゲ

方がどのようなことを北大で学びたいのか，どのよ

ノム計画」や「ポストゲノム」というものがあり，

うなことを北大に期待されているのか知るためのア

どこかで見聞きされたことがあるかと思います。

ンケートの作成を担当しております。このアンケー

“ ゲノムとは生物をその生物たらしめるのに必須

トを通して，入学者の方が北大で学びたいことを見

な最小限の染色体セットである ” とするゲノム説を

つける際のお手伝いができればと考えております。

提唱された木原均先生は北大農学部のご出身です。

宜しくお願いいたします。

この度，アカデミック・アナリストに着任しまし

ト」の北海道大学版で，

た竹山幸作と申します。わたしは，1998 年に本学

数学・物理に興味のある

理学部物理系に入学し，物理学科に進学後，高圧物

学生に，最先端の研究に

理学研究室にて高温超伝導体に関する研究を行って

触れる機会を提供してい

きました。
「高温」といっても200℃というような

ます。現在も継続中です

世界なのですが，その発現機構はまだ解明されてお

ので，興味のある方は参

りません。この発現機構の解明は，夢の室温超伝導

加してみてください。

の発見，さらには高度な技術革新につながるかもし

（柴田 洋）

そして，今回のアカデ
ミ ッ ク・ サ ポ ー ト セ ン

れないものです。
この研究にて博士号を取得後，この９月まで「理

ターへの参加になったわけですが，これまでお世話

数応援ニューフロンティアプロジェクト」の教育

になってきた北海道大学に微力ながら貢献できれば

コーディネーターをつとめていました。このプロ

と思っておりますので，今後ともよろしくお願いい

ジェクトは，文部科学省「理数学生応援プロジェク

たします。

（竹山幸作）
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ICT 活用教育セミナー（予告）
〜 e- ラーニング運用と ICT 活用の効果〜

来たる 2010 年２月４日（木）に，北大学術交

しかし，これらの高度化された ICT について，個々

流会館で北海道大学，北海道地区 FD・SD 推進協

の教員にはなかなか情報が入ってこないのが現状で

議会と放送大学の共催により「ICT 活用教育セミ

はないでしょうか。まず，ICT では何ができるのか，

ナー」が開催されます。

そして自分の授業にどのような恩恵があるのかを教

近年の情報コミュニケーション技術（ICT）のめ

員に見てもらうことが大切です。

ざましい発達に伴い，欧米諸国をはじめ韓国やシ

本セミナーでは，e- ラーニングの活用方法や事

ンガポール等のアジアでも e- ラーニングを中心に

例， 特 に LMS（Learning Management System）

ICT を活用した教育の導入や普及が進んでいます。

の活用方法などを北大の事例も含めて紹介し，ま

日本でも「IT 新改革戦略」において，インターネッ

た，インストラクショナルデザインの視点からみた

ト等を用いた遠隔教育を行う学部・研究科の割合を

ICT の効果について説明します。

２倍以上にする目標を掲げ，文部科学省では特色
GP・現代 GP，教育 GP 等により e- ラーニング，

ぜひ，このセミナーを ICT 活用教育の導入や推
進に役立てていただきたいと思います。
詳しくは以下の放送大学 WEB ページをご覧下さ

遠隔教育普及への支援を推進しています。
現在，大学では教育内容の高度化・多様化の一方
で，限られた人材・予算の中で効果的な教育の実施
が求められており，このニーズに応える方法として

い。
h t t p : / / w w w 9 . c o d e . u - a i r. a c . j p / s e m i n a r /
seminar̲h21/100204/resume.html
（山田邦雅）

e- ラーニング等の ICT の活用が注目されています。

表１

講義内容（予定）

2010 年２月４日（木）13:00 〜 16:30 北海道大学 学術交流会館
e- ラーニング活用によるブレンディッドラーニング
―効果，効率，魅力のある学習，教育組織の実現―
仲林

清

放送大学 ICT 活用 ･ 遠隔教育センター

教授

初習外国語教育の IT コンピュータラーニングシステムについて
伊藤

直哉

北海道大学外国語教育センター

准教授

ラーニング（コース）マネージメントシステム「ELMS（エルムス）」について
布施

泉

北海道大学情報基盤センター准教授

ラーニング（コース）マネージメントシステムのフリーソフト
「Moodle（ムードル）
」の活用について
山田

邦雅

北海道大学高等教育機能開発総合センター

特任准教授

ICT 活用の効果―インストラクショナルデザインからの視点―
内田

実

放送大学 ICT 活用 ･ 遠隔教育センター

入場無料，定員 100 名
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UC バークレー校の講師による
大学院生のための大学教員養成研修講座（予告）
来たる 2010 年 3 月 18 日（木）
〜 24 日（水）
に，
「大

これを北大に移入する可能性を探るため，バー

学院生のための大学教員養成研修講座：ティーチン

クレー校のフォンヘーネ先生，ソラッコ先生を迎

グとライティングの基礎」を開催します。

えて，上記講座を行います。受講者 30 名，見学者

UC バークレー校では，将来の大学教員を目指す

10 名以内で，他大学からも若干名の参加者を募り

大学院生への支援プログラムとして，ティーチング

ます。詳細は表１Syllabus およびセンター HP を

とライティングの指導を行っています。

ご覧ください。

表１

（安藤 厚）

Syllabus

Subject

Seminar (Workshop) in English for Preparing Future Faculty: Introduction to Teaching and Writing for Graduate
Students
Instructors
Atsushi Ando, Professor, Graduate School of Letters, Hokkaido University
Eijun Senaha, Associate Professor, Graduate School of Letters, Hokkaido University
Toshiyuki Hosokawa, Professor, Center for Research and Development in Higher Education, Hokkaido University
Linda von Hoene, Director, Graduate Student Instructor Teaching and Resource Center, University of California,
Berkeley
Sabrina Soracco, Director, Graduate Division Academic Services, University of California, Berkeley
Date
March 18, Thu., 19, Fri., 22, Mon., 23, Tues., 24, Wed., 2010
Place
Center for Research and Development in Higher Education, Hokkaido University (Detailed information will be given
later)
Course Objectives Enables graduate students of any discipline to obtain basic skills, knowledge and know-how to manage education and
research with effective communication skills as prospective future faculty. This workshop aims to provide such skills of
teaching and writing by the renowned instructors from UC-Berkley and introduces their PFF, or Preparing Future
Faculty, program.
Course Goal
1. Obtain knowledge and skills in teaching as a faculty.
2. Obtain knowledge and skills as Teaching Assistant.
3. Obtain skills to teach how to write and edit proposals and essays for academic journals and job application.
4. Obtain knowledge and skills for academic presentations, discussion, and peer reviews in English.
5. Become able to explain tasks of academic professions.
6. Obtain knowledge and skills as international, academic professional.
Course Schedule  Introduction
 Basics of Teaching
 Basics of Academic Writing
 Syllabus Making (Course Objectives)
 Application for Conference
 Keynote Speech and Panel Discussion
 Syllabus Making (Grading)
 Sending Essays to Int’l Journal
 Abstract Writing
Large Class Management
Class Management (harassment, etc)
Revision of English Essays
Course Reviews
Student Presentations 1
Student Presentations 2
Grading System
1. Course works: 50%
2. Presentations: 30%
3. Class Contribution: 20%
Textbooks, etc.
Prerequisites
Reference

No textbook required. Handouts will be distributed.
Number of students to be accepted is 30.
Contact us by Email: presiden@high.hokudai.ac.jp
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HIGHER EDUCATION

北大・ソウル大合同シンポジウム
「大学での学習の質をいかにして高めるか」
「国際化の取り組み」

恒例の北大・ソウル大合同シンポジウムの一環

た。韓国では，社会的にも GPA 制度が浸透し，就

として，ソウル大学・大学教育学習センター (CTL)

職などの際に非常に重視されることから，評価を高

と北大高等教育センターによる分科会「大学での学

くしがちになるようです。一方北大では，必要以上

習の質をいかにして高めるか」が，11 月 19 日（木）

に厳しい評価をつけがちなことが課題です。両国で

午前 10 時よりソウル大学 CTL3 階の会議室 301 で

社会状況は異なりますが，GPA を信頼性のある指

行われました。この分科会は今回が初めての試みで，

標とするために，今後も情報を共有しつつ，様々な

ソウル大学 CTL から 4 名，北大から 6 名（安藤，

工夫をしていくことが必要でしょう。
また，アウトカム評価のためのアンケート調査

西森，山岸，細川，山田，斉藤），ソウル市内の他

にも参加者の興味が集まりました。ソウル大学では

大学から 3 名の参加がありました。
CTL のリム・キョンフン・センター長が会合の

北大ほどの規模の調査は行っていないようです。

趣旨などを述べた後，細川が北大の最近の教育改革

昼食後は，イ・ソユン教授が CTL の活動につい

について説明しました。全学教育の 2006 年度の制

て報告されました。ソウル大における高等教育支援

度改革（GPA 制度，CAP 制，成績評価のガイドラ

の取り組みは，CTL が総合的に行っています。そ

インなど）と教育の質保証につての話題，ならびに

の活動は，主に教員および博士課程学生に対する教

学生と教員を対象にしたアンケート調査の結果につ

授法の指導 ( 教育支援 )，学生に対する ( 特に英語

いての報告です。これらの取り組みにより，GPA

に関する ) 学習支援，アカデミック・ライティング

の向上と安定，学生の自習時間の増加など，一定の

および e-learning( 授業ごとのものと全学的なもの

効果が上がっていることが紹介されました。

を含む ) の支援に分けられます。韓国では入試制度

この報告に対し，リム・センター長からは，韓

が複雑で，学力差のある様々な学生が入学するた

国国内の一般的な現状として，GPA のインフレー

め，各自に合わせたきめ細かな支援 ( 履修相談，進

ションが起こっており，GPA が必ずしも信頼のお

路相談，学習相談など ) を組織的に整備することが

ける数値として機能していないことが紹介されまし

重視されています。こうした活動全般についての概

写真１

分科会（CTL）の様子

写真２
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略的な説明の後，特にアカデミック・ライティング

さなテレビ局並みの設備を備えており，学内の様々

支援の詳細が，センター内 Academic Writing Lab

な要求に応えられるよう構成されています。元テレ

(AWL) のイ教授により紹介されました。AWL での

ビ局職員を雇用し，優秀な教員の講義風景を撮影編

主な活動は，以下のとおりです。

集した DVD を頒布しているのは驚きでした。
21 日（土）には分科会「国際化の取り組み」で，

・学部学生への個別の対応
主に授業の課題やレポート，卒業論文の書

ソウル大と北大それぞれでの国際化に関する取り組

き方などの相談に応じ，添削指導を行います。

みについて，両大学 2 名ずつによる現状の発表と，

相談内容に応じて，各専門の博士課程学生が担

討論が行われました。
ソウル大からは，ユン・フェウォン副学長とパク・

当します。学習内容そのものに関する質問もあ

ソンジュ交換留学生問題マネージャーから，必ずし

り，可能な範囲で対応しているそうです。

も大学そのものの国際化 ( 受け入れ留学生の増加，

・大学院生への個別の対応
専任の教員 ( イ教授 ) が，学位論文の書き方

外国人教員の増加など ) ではなく，学生の国際化 ( 学
生の海外への留学数の増加，英語による講義数の増

に関する相談に応じます。

加など ) を理念として国際化を進めていることが述

・講義の開講
各学期に 1 回 3 時間程度のアカデミック・

べられ，現状のデータなどが報告されました。
北大からは，高井哲彦経済学研究科准教授が，留

ライティングについての講義を行っていま

学生数を増やすための様々な試行や奮闘の様子を

す。学部別，内容別に開講されます。

"strategy" というよりむしろ "struggle" であると報告

・教員や部局への支援
特に，教員への支援 ( ある種の FD) も行わ

して，ソウル大の参加者からも共感を得ていました。

れることに特徴があります。これは，全学的規

また，佐羽内喜久子国際企画課コーディネーター

模での学生への指導や，院生への対応などで各

からは，英語による講義のための FD 活動の様子な

専門を熟知した指導を行うことには限界があ

どが紹介されました。特に，北大の文学研究科で行

りますが，指導教員が適切な writing スキルと

われたマイクロティーチングの様子がビデオを交え

その指導法を身につけていれば，そこから広範

て詳しく紹介されると，ソウル大の参加者は初めて

な学生への対応ができるためです。そうした観

聞くマイクロティーチングに興味津々の様子でした。
いずれの場合も，機関 ( 大学 )，教員側だけの国

点からも，学習支援における組織的な整備は大

際化では，特に国内の学生が取り残される懸念があ

変重要です。
最後に e-learning 関連設備，CTL 内の e-learning
contents の制作現場，マルチメディア対応の講義

ります。制度に即応した学生への支援を同時に充
実させなければならないという結論になりました。
（細川敏幸，山田邦雅，斉藤 準）

室，スタジオ，講義中継の様子などを視察しました。
e- ラーニング支援部は 20 名を超える職員を擁し小

写真３

高井准教授の報告

写真４

佐羽内コーディネーターの報告
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「シラバスコンクール」推薦科目を公表
動目標）を明確に区別し，それぞれ（教員では

北大では，各授業科目のシラバスを，平成 12 年

なく）学生の視点から記述してください。

度からホームページに公表するとともに，教育ワー
クショップなどで授業設計の方法，シラバスの書き

「授業の目標」（一般目標）では，授業で扱う

方について指導を行い，内容改善をはかってきまし

内容の概略を，たとえば「○○について理解す

たが，このたび，来年度以降のシラバスの改善に役

る」の形式で，できるだけ具体的に記述します。

立てていただくため，センター全学教育部，高等教

「到達目標」（行動目標）では，この授業で学

育開発研究部，全学教育科目責任者及び次世代 FD

生がどのような能力を身につけることが期待さ

研究会の協力のもと，
「シラバスコンクール」として，

れているかを，たとえば「○○することができ

平成 21 年度の全学教育科目，学部専門科目，大学

る」の形式で，できるだけ具体的に記述します。

院科目のシラバスの中から，参考となるもの 31 科

３）「到達目標」
（行動目標）と「成績評価の基準と
方法」は，密接に関連づける必要があります。

目を選んで公表しました。
http://educate.academic.hokudai.ac.jp/syllabus/

４）「授業計画」と「準備学習（予習・復習）等の
内容と分量」については，２単位の授業科目で

syllabus2009/top.html（センター HP 参照）

は，定期試験の期間を除いて，最低でも 30 時

シラバスは，部局，課程，授業科目の性質により，
きわめて多様であり，一律に「模範例」を挙げるこ

間（15 回）の授業時間の確保が必要とされ，

とは困難で，今回公表したものはあくまでも「参考

また，教室内外の学習を合わせて，標準的に

例」です。良いシラバスとはどのようなものか，今

90 時間の学習が必要とされていることを念頭

後も部局，課程，授業科目等ごとに，関係教員グルー

において，両項目を密接に関連づけ，できるだ

プで議論を深め，学生の役に立つシラバスを作るこ

け具体的に記述してください。
５）「成績評価の基準」においては，単純に出席を

とが求められています。
なお，北大のシラバスについては，外部評価や

点数化して加算することは厳格な成績評価を実

今回のシラバスの点検・選択の過程で，いくつかの

現するうえで問題とされています。学生が能動

改善点が指摘されています。シラバスの作成に当

的に参加する授業計画を立て，授業への積極的

たっては，以下の点にもご留意ください。

な参加を評価する授業設計が必要です。
６）部局独自の様式のシラバスでも，
「授業の目標」

１）必須項目（授業の目標，到達目標，授業計画，

（一般目標）と「到達目標」
（行動目標）を区

準備学習（予習・復習）等の内容と分量，成績

別し，「授業計画」と「準備学習（予習・復習）

評価の基準と方法）はもれなく，できるだけ具

等の内容と分量」を関連づけて記述してくださ

体的に記述してください。

い。

２）
「授業の目標」
（一般目標）と「到達目標」
（行
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LIFELONG LEARNING

北海道地区大学 SD 研修
「大学職員セミナー」を開催
大学職員セミナーは，大学職員が教員とともに

宿であるために参加できなかった職員がいることも

大学改革の重要な担い手として，その専門性を高め

考える必要があります。女性の参加が少なかったこ

る学習・研修の場として，高等教育機能開発総合セ

ともそのためである可能性があります。

ンターと教育学研究院の共催により事務局の協力を

事後の感想には，
「年齢，担当業務も異なる方々

得て，2006 年度から北海道大学の公開講座として

が集まっているため，
様々な方のお話（ワークショッ

実施し，これまで４回開催してきたものです。

プ）が聞けて，たいへん良かった」
，「他大学の専門

今年度は，これまでの取組の成果を踏まえて，

が同じ職員との交流は，吸収する所の多いもので

高等教育センターと教育学研究院，総務部人事課・

あった。また，今後こうした機会があれば参加した

学務部教務課が主催し，北海道地区大学 FD・SD

い」，
「合宿という形式がよかったと思います。思い

推進協議会設立の準備と並行して，道内の大学にご

がけない他大学での問題解消法など，職場にもって

案内するとともに，例年のように私立大学協会から

帰って参考になる話がたくさん聞けました。また，

のご協力をいただきました。

教育の専門家集団との連携であることで，ワーク

はじめて日程を 10 月 15 日・16 日，1 泊２日の

ショップ等でご助言も頂いたり，職員間では偏った

合宿とし，情報教育館で開会行事を行った後，会場

意見交換を第３者の視点で頂いたので心強く思いま

を学外に移し，歌志内市のかもい岳温泉ホテルで行

した」，「グループワークは，初めての経験でありま

いました。紅葉の中，
池田輝政名城大学副学長の「大

したが，全員が協力し議論しあいながら一つのもの

学改革と職員の本気度」
，大学コンソーシアム京都

を作りあげていく作業がこんなに楽しいものとは思

の志水章人事務次長の「大学職員に求められる能力

いませんでした。一つの目標に向け，全員が同じ方

とはどういうことか」の２つの講演，参加者による

向を向いて作業を行なうことで，一体感が生まれ，

「大学職員の働きがいとキャリア形成」をテーマと

とても良い雰囲気でした。今後の業務に生かしたい
経験でした」などの声がありました。

するワークショップを行いました。

ワークショップや最後の講評の時間が少なかっ

参加者は 22 名で，北大が９名，他の国公私立大
学・高専が 10 校 13 名（うち私立大学が５校７名）

たという参加者の声なども踏まえて，来年度のセミ

でした。教員（高等教育センター４名，教育学研究

ナーに生かすとともに，この実践を踏まえ北大にお

院２名），教務課職員３名が同行しました。

ける SD をいかに進めるかについても提言を行って

合宿形式には参加者の多くが賛成でしたが，合

写真１

いきたいと考えています。

ワークショップの様子

写真２

（木村 純）

池田輝政名城大学副学長の講演
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学生同士のピア・サポート
国際広報メディア・観光学院 観光創造専攻 博士後期課程
（ピア・サポーター代表）岡本

ピア・サポート室開室の背景と目的

健

の機会を設けるため，学生が相談員となって学生を

2009 年 11 月から，ピア・サポート室が開室し

支援するピア・サポート室が立ち上がりました。

ました。ピア・サポート室は学生による，学生のた

ピア・サポーターは，傾聴技法などについてトレー

めの相談室です。大学に入学し，卒業していくまで

ニングを受けていますが，その場で相談者の悩みを

には，学生生活上や研究上の悩み，就職や進路の悩

解決するような専門的な知識や技能は持ち合わせて

みなど，さまざまな問題に直面します。周囲に相談

いません。ピア・サポーターは相談者の悩みを明確

できる相手がいる場合は，こうした悩みは乗り越え

化させ，悩みが解決できる場所や，悩みの解決に役

やすくなりますが，そうした相手が周りにいない場

立つシステムを紹介するなど，いわゆるインテー

合，悩みが深刻化する可能性もあります。

カーの役割を果たします。学内にはすでに，さまざ

ピア・サポート室は，そのような学生を含めてさ

まな形で学生の生活をサポートしてくれる場所や

まざまな学生に対して，同じ立場にある学生が相談

人，組織があります。ピア・サポーターは，それら

にのる場所です。ピア・サポーターは，カウンセリ

と悩みを持った学生をつなぐ役割を果たします。学

ングや高等教育の専門家から傾聴技法や学内の制度

生同士，気軽に話ができる場所を提供し，悩みの原

について研修を受けており，開室時間中はいつも 2

因を相談者とともに掘り下げ，最適な解決をもたら

人以上が在室しています。

してくれる場所を紹介します。

北大には，保健管理センターや，学生相談室など，
だ，一部の学生にとっては，それらは敷居が高いも

学生同士のコミュニケーションを支援する
〜イベント『略して「本活」』〜

のになっているようです。保健管理センターや学生

2010 年３月現在，ピア・サポート室では，『略

相談室に行くほど大げさなことではない，そう考え

して「本活」』と呼ばれるイベントを実施しています。

ているのかもしれません。そのような学生にも援助

これは「いらなくなった本を必要とする人に渡して

学生が悩みを相談できる場所はすでにあります。た

写真１

ピア・サポート室の様子
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本の再活用を促進する会」の意味です。学生が使わ

とを避け，興味・関心を広く持って大学生活をスター

なくなった本をピア・サポート室で引き取り，必要

トしてもらうお手伝いができればと考えています。

な学生に受け渡すことで，本の再活用を促進すると

本イベントの狙いには，ピア・サポーターの実地

ともに，それをきっかけに学生同士の交流を促進し

訓練と，ピア・サポート室の広報という意味もあり

ようという取り組みです。

ます。さまざまな学生の悩み相談に乗るピア・サポー

大学生・大学院生は在学中にさまざまな本を購入

ターには，相手の話をじっくりと聴く能力をはじめ，

します。大学の授業で教科書として指定された文献

高度なコミュニケーション能力が求められます。初

はもちろん，それに関連する書籍，普段の学生生活

めて会う相手と，どのように関係を構築していくの

で興味を持って読む書籍など，さまざまです。それ

かが大きな課題となります。今回のイベントでは，

らの本は，学生の卒業とともにどうなってしまうで

書棚にピア・サポーターが常駐して，さまざまな相

しょうか。後輩に譲る場合もあるでしょうが，学部

手と本をメディアにして対話します。また，本の頒

によって，研究分野によっては，先輩・後輩の関係

布の際にピア・サポート室の案内も同時に配布して，

がそれほど密接でない場合も多く見られます。不必

ピア・サポート室自体の広報も行います。

要になった本は，古書店に売却されるか，廃棄され
ているのが現状です。これは大変残念なことです。
そこで，ピア・サポート室では，
「もう必要ない
けれども，誰か読む人があれば譲りたい」という学

「つながり」の創造を目標に
〜ピア・サポート室の今後〜
まだ開室したばかりのピア・サポート室ですが，

生と，
「とにかく読書をして刺激を受けたい」
「研究っ

今後，学生主体であることの良さを活かして，さま

てどういうものだろう，何か関連する本を読んでみ

ざまな「つながり」を創造する組織を目指して活動

たい」という学生をつなぐイベントとして，
「本活」

していきたいと考えています。学内にあるさまざま

を企画しました。

な組織と連携して，学生目線にたって，北大の学生

具体的には，まず，不要になった本をピア・サポー

が充実した学生生活を送れるようサポートします。

ト室で引き取り，本の値段や冊数などに応じて文房

皆様，ご指導ご鞭撻のほど，何卒よろしくお願い申

具などと交換します。集まった本は，新入生の入学

し上げます。

時（2010 年４月）に，学生に無料で頒布する予定
です。特に新入生は，大学というこれまでとは異な

【場所】高等教育機能開発総合センター 1 階 N 棟

る場に入って来て，不安と期待の入り混じった気持
ちでいると思われます。その新入生のために，多種

N109
【開室曜日・時間】 火，木・14：00 〜 18：00

多様な本と出会う機会を用意し，視野狭窄になるこ

写真２

ドア看板
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学習サポートのお知らせ
アカデミック・サポート推進室では，平成 22 年

相談内容としては，一般的な疑問の解決，試験対

1 月 18 日 ( 月 ) から 2 月 19 日 ( 金 ) の期間，学生

策，レポート指導等が多かったのですが，留学の相

への学習支援活動の一環として，「学習サポート」

談に来た学生もいました。学習サポートを複数回利

を実施しました。学習サポートは，全学教育科目の

用した学生もおり，中には，異なった科目の利用も

履修者を対象に，語学や理系基礎科目について大学

見られました。学生には好評で，利用者アンケート

院生 TA が個別に学習指導を行うものです。用意し

では役に立ったという声が多数寄せられました。

た教室に TA が待機し，利用者が自由に訪れ，質問・
相談をするという形で行いました。利用後には学生

今回は試験稼働でしたが，TA からの報告書では，
運営形態・方法について建設的な意見が出ました。
学習サポートは 4 月から再開します。学生・TA の

からアンケートを回収します。
5 名の TA を採用し，
語学 ( 英語・中国語 )，数学
（線

意見を踏まえて，対応教科を増やし開催期間も通年

形代数・微分積分），統計，物理，化学，生物に対

へと拡大します。教科には，ドイツ語，フランス語，

応しました。それぞれの担当時間を示したポスター

アカデミック・ライティング ( レポート指導 ) を追加

とチラシを高機能センター周辺で掲示・配布し，推

し，
数学の対応時間を増加する予定です。実施場所は，

進室の WEB ページ，CALL 教材，ELMS などの電

6 月までは暫定的に N106・107 で，それ以降は推進

子媒体でもアナウンスしました。

室 (E211) 内で行います。対応教科と時間割の詳細は

準備や宣伝に費やせる労力と時間が限られてお
り，実施期間も短かったのですが，予想以上の利用

後日ホームページと掲示等でお知らせします。
普段の自習や試験勉強の方法，レポートの書き方，

がありました。実施期間全体の利用者数・時間等の

授業で理解できない箇所等について，学生の主体的

詳細は下表の通りです。2 月 8 日までの授業期間中

な学習の支援を行っていきますので，利用を勧めて

に絞れば，利用頻度は 2.6 人 / 日でした。これは，

いただきたいと思います。

（岡墻 裕剛）

年 30 週 150 日開催した場合，年間 390 人の利用
に相当します。利用が多かったのは数学と英語でし
࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ᥎㐍ᐊࡘ࠸࡚
㧗➼ᩍ⫱ᶵ⬟㛤Ⓨ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ (
Ѝ (㸪 ᭶௨㝆
:HEKWWSDVFKLJKKRNXGDLDFMS
0DLODVF#KLJKKRNXGDLDFMS
7HO

たが，全ての実施科目の利用がありました。
⥲⏝௳ᩘ
⥲⏝ேᩘ
⥲⏝㛫
ᖹᆒ⏝㛫

 ௳
 ே
 㛫
 ศ  ௳

写真１

学習サポートの様子
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アイヌ語・アイヌ文化の授業に思うこと
アイヌ民族博物館

学芸員

北原

次郎太

2009 年 度 か ら「 ア イ

料や音声資料，実物資料によってわかりやすく解

ヌ語を通して文化を学

説し，日本が多文化社会であることや，アイヌ民

ぶ」（思索と言語）とい

族を知ることを通じ，自らを知ることの大切さを

う授業を担当していま

伝 え た い と 思 っ て い ま す。 ア イ ヌ 民 族 の 例 に 限

す。
「サッポロ」という

ら ず， こ う し た「 伝 統 的 文 化 」 は， グ ロ ー バ ル

地名や，生魚を凍らせて

化が進む今日にあってなお，価値を持ち続けてい

から食べる「ルイベ」な

ます。なかでも言語と宗教がよく取り上げられま

ど，先住民族アイヌの言

すが，これらは当該社会においては自明のもので

葉や文化は北海道の暮らしに溶け込んだものです

も，異なる民族の目にはしばしば奇異に映り，摩擦

が，日常の中でそれが意識されることはあまり多く

や誤解の原因となりがちです。国際的な協調に寄与

ないようです。道内出身の学生でも，アイヌ民族が

するためには，足下の共生から実現していくことが

現代社会に暮らしていることさえ知らないことが珍

大切ですし，そのためには自らを知り他者を受け入

しくありません。

れることが不可欠です。この授業で，そうした経験

この授業では，アイヌ民族の歴史と現状，言語

を積んでいただきたいと思っています。

や 生 活 文 化， 精 神 文 化 の 多 様 な 側 面 を， 映 像 資

高等教育

HIGHER EDUCATION

UC バークリーでの GSI 制度
はじめに

る担当者へのインタビューをしてきましたので，そ

北大 理学部 物理学科では，2010 年 4 月から，

の内容を報告します。

TA による新しい体制の授業が導入されます。これ
は，今までは教員によって行われてきた物理学演習

UCB での GSI 制度

の授業を，その準備や実施，学生の成績評価まで含

UCB における GSI 制度については，このセンタ

めて，すべて大学院生の TA が代わりに行うとい

ーニュースや高等教育ジャーナルなどでも何度か紹

うものです。このようなシステムは，現在アメリカ

介されていますので，ここでは簡単に制度の概要を

のほとんどすべての大規模公立大学で取り入れられ

ご紹介します。

ています。中でも，カリフォルニア大学バークリー

UCB のほとんどの科目の授業は，講義と実習が

校 (UCB) は，いち早く全学的な体制の整備を進め，

セットで構成されています。講義は教員が担当し，

非常に効果的にこの体制を機能させていることで

多くは週に ２〜 ３回行われ，一度に数百人，科目

有名です。TA というと，授業を行う教員の補助を

によっては千人を超える学生が受講します。この

するという広い意味があるため，UCB では，授業

受講学生を，15 〜 30 人程度ずつのクラスに分け，

そのものを行なう TA を通常の TA と区別して GSI

各クラス単位で実習が行われます。この実習の授業

(Graduate Student Instructor：大学院生講師 ) と

を担当するのが GSI です。通常は各クラスに 1 名

呼んでいます。今回は 2 月 16 日〜 22 日まで UCB

ずつの GSI が割り当てられ，GSI は担当する授業

を訪問し，GSI による実際の授業の参観と，関係す

の実施，準備や学生への成績評価などの一切を行い
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ます。この授業に教員が立ち会うことは，基本的に

名承認を得る必要があります。万一授業中の事故な

はありません。

どが起きた場合には，スーパーバイザーや授業を開

ここで実習授業とは，講義で扱われた概念や現

講する学科長がその責任を負うことになります。

象を，学生自らが実際の実験・観測を通して予想，

しかし，こうした運用上の仕組み以上に重要な

確認，考察を行う実験授業 (Laboratory Class) と，

のは，やはり GSI のトレーニングです。その支援

講義の理解を深めるための例題や問題の演習を，学

を 全 学 的 に 行 っ て い る の が，GSI Teaching and

生同士の議論を通して行うディスカッション授業

Resource Center ( 以下 GSI センターと略す ) です。

(Discussion Class) などで，教員による講義の進行

その活動の一部を挙げると，(1) GSI 向けと教員向

に合わせてその内容を補完するよう設計されていま

けの研修会やワークショップの主催，(2) 教育や教

す。授業内容は教員か，ヘッド GSI と呼ばれる科

授法に関する GSI 向け必修授業やオンラインコー

目ごとの GSI のリーダーによって作成されるシラ

スの開講，(3) GSI への個別のコンサルティング，

バスに基づいていますが，個々の細かな授業の方法

(4) GSI への表彰制度，授業助成金制度の運営，な

については，各 GSI の裁量に任せられています。

どがあり，GSI が授業を行う際に必要となる，さま

ほとんどの場合，GSI の勤務時間は週に 20 時間

ざまな知識や技術を身につけるための支援を行って

です。典型的には，この内の 4 時間が実際の授業，

います。なお，各学科でも，学科や科目に特化した

2 時間がオフィスアワー，残りが授業の準備やミー

GSI 向けの必修授業を開講しています。

ティング，レポートの採点や成績評価などに充てら

GSI 制度の開始当初は，一部の学生やその親か

れます。給与の月額は，経験などにもよりますがお

ら，大学院生が授業を担当することへの不満なども

よそ $1,600 ぐらいで，さらに GSI は学費の多く

聞かれたそうですが，GSI センターの設立とその後

を免除されるため，経済的な条件はかなり良いので

の体制の整備の結果，現在この制度は全学的に非常

はないかと思います。

に成功しており，学生からの評価も高いそうです。
特に全学教育過程においては，その根幹の一翼を担

GSI 制度を支援する仕組み

っているともいえるほど，GSI 制度は UCB のカリ

GSI には誰でもなれるというわけではなく，GPA

キュラムの中に深く組み込まれています。

で 3.0 以上であることなど，ある程度の条件が必
要です。それでも，講義そのものではないとはいえ，

実際の授業の様子

授業の構成や成績評価まで教員ではなく大学院生の

今回の訪問では，GSI センター長のリンダ・フ

GSI が行う，ということに驚かれる方もいらっしゃ

ォン ヘーネ博士に手配していただき，物理学，化

るかもしれません。もちろん，完全に GSI が授業

学，生物学，心理学，人類学の GSI による実験授

の責任を負うというわけではありません。授業内容

業とディスカッション授業を参観させていただきま

については，毎週一度，講義を行う教員 ( スーパー

した。こうした授業は，主に 3 〜 5 名程度の学生

バイザー ) と，その講義に属するクラスの GSI 全

によるグループワークとして行われ，GSI の仕事

員が 1 時間程度のミーティングを持ち，その週の

は，実験授業ではつねに教室内を巡回して学生から

講義内容や特に重要な箇所などに合わせて，スーパ

の質問に答えたり，実験方法や内容に関してアドバ

ーバイザーから GSI へ指示やアドバイスが出され

イスをすることなどが中心です。また，演習形式の

たり，GSI からそれぞれの授業の進行状況などが報

ディスカッション授業では，グループごとに演習の

告されます。科目にもよりますが，演習問題や実験

解答を発表させて解説を加えたり，学生のディスカ

課題がまとめられたワークブックなどが過去の GSI

ッションへの助言などを行っていました。GSI によ

授業の蓄積として既に作られていたり，教員がプリ

っては，授業の始めに講義の簡単な復習や，独自に

ントとして作成している場合が多く，GSI はその中

準備した内容での補足を行うなど，やはりそれぞれ

から問題や実験内容を選ぶことで，各回の授業内容

の GSI ごとに工夫して授業が進められていました。

を構成できます。また，成績評価についても，GSI

どの授業でも，学生が非常に積極的に授業に参

による評価は最終的にはスーパーバイザーからの署

加しており，GSI への質問や，他の学生との議論・
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相談などが活発に行なわれていることが印象的でし

ギャップを埋め教育効果を高めることができる，の

た。また，どの GSI も，学生からの質問への応答や，

4 つが主に挙げられるとのことです。これは，学生，

課題や助言の与え方が大変見事で，学生からの信頼

院生，教員，大学，いずれにとってもメリットのあ

も厚いように見受けられました。

る，大変良い仕組みだと思います。現在日本で一般
的な TA 制度でも，この一部は達成できるかもしれ

まとめ

ませんが，特に (2) や (3) については，GSI 制度に

今回訪問した UCB 物理学科のボブ・ジェイコ
ブセン教授によると，GSI 制度のメリットとして，

学ぶことは多いのではないでしょうか。
もし北大でもこの制度の全学的な導入に向けて

(1) 教員の授業への負担を減らす一方で，学生には

取り組むとしたら，その際は UCB の GSI センタ

きめ細かな授業を提供できる；(2) 大学院生への実

ーのように，体制の整備と運用を全学的に支える機

際的な経済的支援となる；(3) 院生に教育経験を与

関を同時に設立することが必須のように思います。

えられる。これは PFF (Preparing Future Faculty)

まずは，今回学んできたことを 4 月からの物理学

の観点からも非常に効果的である；(4) 院生が学生

科での制度実施に生かせられればと思っています。
（西森 敏之，斉藤 準，竹山 幸作）

に対応することで，教員と学生の間にある考え方の

写真１

GSI センターのある Sproul Hall

インディアナ大学における学習・教育支援
2010 年 2 月 22 〜 23 日にかけてアメリカ・イン

下回りますので，高度な教育が行われていると言え

ディアナ大学 (IU) の視察に訪れました。IU は 8 つ

ます。この理由として，優秀な学生を積極的に受け

のキャンパスからなる，全米一の規模をもつ州立大

入れることや，ほとんどの学生がキャンパス内に居

学です。今回は，その中心的な存在であるブルーミ

住していること，学習サポートの充実，学生へのフ

ントン校へ赴きました。

ォローアップなどが挙げられるそうです。

ブルーミントン校は学生数 4 万人超，4 〜 6 年以

IU は，NSSE：National Survey of Student

内の卒業率が 70％以上という，高い卒業率を誇る

Engagement（ネッシー）という教育評価のための

大学です。米国の一般的な大学の卒業率は 50％を

全米学生調査の運営でも知られています。ネッシー
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teaching license を取得しています。

の品質管理・質保証のためのアンケート調査で，他
大学のデータも有料（実費負担）で集めて分析し，

私たちアカデミック・サポート推進室では，今
春より学習サポートを本格的に開始することから，

各大学にデータをフィードバックしています。
教育システムの在り方も日本とは大きく異なり，

IU における学習支援の様子を視察しました。IU で

例えば，試験の採点から成績の評価までのデータが，

行われている学習サポートは数学とレポート指導

全てオンライン上で一括管理されており，経済的で

（文章作成）の二つです。今年１月に私たちが試行

柔軟性に富み，時間の短縮にもつながるそうです。

した学習サポートでは数学とレポート指導に対する

入学生に対しては，数学・語学のクラス決定のため

要望が多く寄せられ，新たにレポート指導を導入

のプレースメント試験を課し，学生のスキルに見合

することにしました。そこで，IU のレポート作成

ったクラス分けがされます。成績優秀者は初級クラ

指導を行っている WTS(Writing Tutorial Services)

スをスキップでき，水準に達していない学生はコミ

を調査しました。
WTS では大学院生を中心としたチューターによ

ュニティーカレッジのクラスを勧められます。
試験問題は自作のものもありますが，他大学や企

る個別指導が行われています。利用者は年間 5,000

業から購入する場合が多いそうで，語学系の試験問

人，指導時間は年間 8,000 時間に及びます。WTS

題は教員ではなく大学スタッフが作成することもあ

の職員スタッフは 2 名で，40 名のチューターを中

るそうです。

心に運営されています。指導を行う部屋は学内各所

今回話を伺った 6 名のスタッフの方も，それぞれ

に複数あり，学生の利便性を考えて学生寮にも設置

が学校での教育経験をもつプロで，分野はさまざ

されています。WTS では文章作成の要点や，実例

まですが，修士号・博士号の取得者で，5 年以上の

を取り上げた小冊子も用意されており，実例を挙げ

教育経験と修士号が必須となるインディアナ州の

たものでは，本のレビューの書き方，大学院への入
学希望の書き方などの実際に必要となる文章が取り
上げられているのが印象的でした。
IU の運営費は，州政府からの支援は 23% だけで，
残りは外部研究費や卒業生の寄付でまかなわれてい
ます。卒業生が社会的に成功を収め大学へ寄付をし
てくれなければ経営が成り立たないそうです。その
ため，熱心な教育が行われ，学ぶことと教えること
に対する支援体制が充実しています。WTS はその
学習支援の一環で，利用者の 75 〜 80% は成績優

写真１

インディアナ大学ブルーミントン校

写真２

WTS 小冊子
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秀者だそうです。これは，レポートなどの課題の提

部署が複数設けられています。教員向けの教育ワー

出前に WTS を利用することによりレポートの質が

クショップが毎週開催され，大教室で講義をする教

向上するからだそうです。

員へのセミナーも行われます。セミナーでは，優れ

教えることに対する支援も充実しており，チュー

た能力をもつ教員が他の教員の前で講義を行い，参

ターになった学生は学費が免除され，質素な生活

加者はそのスキルを学びます。このセミナーの講

なら賄える程度の給与が得られます。チューター

師役には 1 回 2,000 ドルもの報奨金が支払わます。

として働いたことが単位と認められる場合もあり

Scholarship of Teaching & Learning という教育

ます。アメリカの大学院では学生に Learning and

改善に関する奨励金もあり，教育の質向上に対する

Teaching の能力が求められており，学ぶだけでは

支援体制が充実していました。

なく教えることができて一人前とみなされます。そ

質の高い教育を行うことで卒業生が社会的成功を

のため，チューターになることは，大学院生自身の

収め，成功するための教育を受けた大学へ寄付をす

評価の向上に直結するとのことでした。教えること

る，大学は卒業生の社会的成功を目標として教育の

に価値を与えることで優秀なチューターが集まり，

質を高めるための努力を継続する。この教育と寄付

学習支援体制が充実してゆく良い仕組みができてい

のサイクルが確立した大学は教育の質を保ち続ける

ると感じました。

ことができるのだと感じました。
（柴田 洋，岡墻 裕剛，日吉 大輔）

教えることへの支援はチューターだけではなく，
教員向けにも行われており，シラバス作成，教材作
成，テスト作成，コンピューター利用等を支援する

シンガポール国立大学訪問記
この学科では，中国語研究だけでなく，中国文学，

ここ数年，本学では国際化に向けた取り組みが
進められています。また，単位の実質化により，い

中国史，中国哲学，中国語 - 英語翻訳と，中国に関

かに学生の自主的な学習を促す環境を作るかなど，

する分野を幅広く研究しており，26 名の教員，
1,000

課題はたくさんあります。一方，アジアでは，この

名を超える学生が在籍しています。ここでは授業の

よう課題をうまくこなしている大学がいくつもあり

80% は中国語，20% は英語で行われています。実際，

ます。今回はその中の１つ，シンガポール国立大

今回対応してくれた先生たちは，インディアナ大学

学を訪問しました。シンガポール国立大学は，約

やプリンストン大学など米国の大学で博士号や修士

100 ヵ国から 30,000 人以上の学生が集まる国際色

号を修得しており，英語がとても堪能でした。
また，研究面だけではなく教育に関しても力を

豊かなアジアを代表する大学です。
われわれは，人文社会科学部中国学科，Centre

注いでいます。XU 准教授は着任時に，先生たちの

for English Language Communication(CELC)，

授業がとても工夫されており，学生の興味を引くパ

Centre for Instructional Technology(CIT) の３つ

ワーポイントが作成されていることに驚いたそうで

の部署を訪れました。

す。実際，LANJUN 准教授は中国の映画を題材と
した中国文学の授業を行って，人気が高いそうです。

人文社会科学部中国学科

そんな彼らは，シンガポール大学に着任したときに

まず最初に，人文社会科学部中国学科を訪問し

は，３日間の新任教員研修を受けたといいます。
中国学科の方たちはとてもフレンドリーで，昼

ました。学科主任の WONG SIN KIONG 准教授，
YUNG SAI SHING 准教授が出迎えてくれ，ZHEN

食を共にし，さらに交流を深め合いました。

XU 准教授，XU LANJUN 准教授も加わりお話を伺
うことができました。
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案内もしてくれました。また，SELF のオンライン

CELC

バージョン ITSELF もあり，インターネットでいつ
次に，CELC を訪問しました。このセンターは，

でもどこからでも自主的学習ができます。
このセンターは学生へのサービスだけではな

学生に授業，研究，そして将来の仕事で必要になる，
英語力とコミュニケーション能力を効果的に身につ

く，教員へのコンサルテーション，スタッフセミ

けてもらうための活動をしています。37 名の常勤

ナー等も行っています。効果的な英語教育につい

スタッフを抱える大きなセンターです。ここでは，

てのシンポジウムやオンラインジャーナル English

プロフェッショナルディベロップメント担当主任の

Language Teaching World Online(ELTWO) の 発

Varaprasad Chitra 氏が対応してくれました。

行など研究活動も非常に活発に行われています。

まず，CELC の概要のビデオと，スライドでセ
ン タ ー の 活 動 を 説 明 し て く れ ま し た。 こ の セ ン

CIT

ターのメインの仕事の１つは，学部生が全員受け

最 後 に CIT を 訪 れ，Associate Director の LIM

なければならない英語力テスト Qualifying English

SEW HOO 氏が対応してくれました。このセンター

Test(QET) を企画・実行することです。このテスト

は，40 人ものスタッフがおり，授業に役立つ非常

により，基礎英語クラスを履修する必要があるかな

に多彩な e- ラーニングを提供しています。

ど，多様な学生へのサポートの方法を判定していま

まず，CMS(Course Management System)

す。また，大学院生には「DET」という別のテスト

に 関 し て は，BlackBoard と よ く 似 た イ ン タ ー

が用意されています。
これらのテスト結果を踏まえ，

フ ェ ー ス の「The Integrated Virtual Learning

6,500 人以上の学生が CELC の提供する，基礎英語，

Enviroment(IVLE)」というシステムをセンターで

アカデミック英語，ビジネス英語等，多彩な英語の

開発して使用していました。IVLE は 90% もの教

授業を受講しています。

員が使用しているそうです。特に有効活用している

CELC では授業だけでなく，Self-access English

教員は，「Breeze DIY couseware」を利用して授

Learning Facility(SELF) と呼ばれる，学生の自主

業の教材を作成し，IVLE にアップロードしていま

的な学習環境の整備も行っています。SELF の部屋

す。これを利用すると，授業で使用したパワーポイ

には，書籍，雑誌，映画のビデオや DVD，自分の

ントなどのスライドに音声や選択ボタン等を付けた

ペースに合わせて文法やライティングスキルを向上

り，小テストなどのインタラクティブな教材を作成

できるテキストブックやワークシートなどがそろっ

したりできるそうです。

ています。ここにはスチューデントアシスタントが

さらに，授業の Web 公開「NUS on YouTube」

常駐し，利用者を手助けしてくれます。今回，この

も非常に活発に活用されています。このセンターの

スチューデントアシスタントがわれわれに SELF の

スタッフや非常勤のカメラマンにより，週 60 時間

写真１

CELE でのミーティング

写真２

開放的な学生食堂
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新され，新鮮さが色あせない工夫がされています。

もの授業が撮影され，公開されていました。
また，新しい試みとして「questionSMS」とい

このように，シンガポール大学では，学力分け

うシステムが始められています。これは，授業を中

のための試験を行い，それに対してバラエティー豊

断することなく質問を受けつけるために用意された

富な英語のスキル向上のための授業を揃えていま

もので，学生は Web 上で質問したりアンケートに

す。また，常に新たな e- ラーニングを試み，それ

答えることができ，教員はリアルタイムでそれをパ

をブログで紹介しています。１つひとつのサービス

ソコンで見ることができます。

がバラバラに存在するのではなく，一連の流れと

CIT の e- ラーニングは常に進化しています。わ

なってきめ細かなサービスをなしている印象を受け

れわれが訪問した期間にも e-Learning Week とし

ました。学生にも教員にも利用してもらえるサービ

て，ビジネススクールのほとんどの授業を Web 公

スを構築する上でとても見習う点が多いように思い

開していたり，CIT のブログで利用法などが常に更

ます。

（山田 邦雅）

九州大学を訪問して
本学高機能センター，学務部教務課の教職員 7

九州大学では，入学前・入試・初年次・専門科

名は，3 月 9 日，九州大学箱崎キャンパス・伊都キ

目成績の相関について研究がなされています。入試

ャンパスへ視察に行ってきました。

から専門教育までの学生の成績推移を分析して，例

九州大学では，入試，IR，学生支援について貴
重なお話をうかがい，素晴らしい施設を見学させて

えば AO 入試など多様な入試・カリキュラムでの学
生の傾向把握に使用されています。
また学部横断型教育プログラム「21 世紀プログ

いただくなど，充実した視察となりました。
午前中に訪れた箱崎キャンパスには，伝統を感

ラム」では，学生は 4 年生になって指導教員を決

じさせる重厚な建物が立ち並んでいます。北大の一

めるまで，幅広い分野を学ぶことができます。学生

行は，はじめに入試関連について，アドミッション

の意欲も高く，特段のフォローはなくても，活発に

センター林篤裕教授にお話をうかがいました。

学習しているとのことです。

写真１

キャンパス・モール

写真２
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た 24 人の 2 年生のサポーターが 1 年生の相談に応

建物にありましたが，九州大学での評価・マネジメ

じるもので，2009 年 4 〜 7 月まで行われました。

ントに関する情報収集・分析を担う部局です。大学

相談内容は履修や修学に関するものが多く，開催当

評価情報室髙田英一准教授のお話では，九州大学教

初の 4 月 9・10 日は 400 人近くの利用があったそ

員の研究者情報は，大学評価情報室において検索シ

うです。全期間の合計利用者は 748 人でした。

ステムとして集約・管理されます。その情報の一部

学習サポート制度は，大学院生が 1・2 年生を対

はウェブ上でも公開されています。また，「大学評

象に理系基礎科目の指導・アドバイスを行うもの

価担当者集会」や「大学評価コンソーシアム」を通

で，2009 年 10 月〜 2010 年 2 月まで行われました。

じて大学間連携にも取り組まれています。

サポーターは修士課程の学生 19 名，博士課程の学

午後から訪れた伊都キャンパスは，主に 1 年生

生 2 名の計 21 名で，公募により決定されました。

が全学教育を受けるキャンパスで，2009 年に六本

この制度の利用者は月 15 人程度で，全期間の合計

松キャンパスの機能を移転した新しい地区です。

利用者は 75 人でした。

キャンパス・モールと呼ばれる広々とした歩道

ともに 2009 年度から開始された制度ですが，初

の両脇にセンター 1 号館・2 号館（全学教育施設）

年次の学生の学習・修学を支援する効果的な活動だ

が向かい合っています。センター 1 号館にある「学

と思います。この 2 つのサポートは，来年度も継

生生活・修学相談室」を訪問しました。

続するとのことです。

相談室の雰囲気には，パステル調にやさしく彩

また，学生が学習などで利用できるスペースも

られた室内や，やわらかい曲線を使った部屋の設計

見せていただきました。相談室に併設されている情

など，相談者への配慮が感じられました。この相談

報学習室では PC 約 20 台と，数人で歓談できるテ

室では，臨床心理士の資格をもつ先生方によるカウ

ーブルが設置されていました。

ンセリングの他，新入学生サポート制度や，学習サ

圧巻だったのは，センター 2 号館 4 階にある広

ポート制度，ピア・アドバイス活動といった幅広い

大な自習スペース「嚶鳴天空広場

学生支援活動を展開しています。これらの活動につ

です。ここには数台の Mac と，学習に使えるよう

いて高等教育開発推進センター福留留美准教授と学

かなりたくさんの座席が用意されており，多くの学

務部全学教育課道脇健氏から説明を受けました。

生が利用できるようになっていました。

新入学生サポート制度は，各学部から推薦され

写真３

学習サポート室

"Q-Commons"」

（日吉 大輔，岡墻 裕剛，斉藤 準，竹山 幸作）

写真４

情報学習室
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北海道大学オープンコースウェア
高等教育開発研究部

特任准教授 合川

オ ー プ ン コ ー ス ウ ェ ア（OpenCourseWare:

HU-OCW は 開 始 後 順

OCW）は，高等教育機関がインターネットで講義

調に公開コース数を増や

情報（シラバス，スケジュール，講義資料等）を無

し て い て，2010 年 1 月

償で公開する取り組みです。この活動は，米国マサ

末現在，正規科目 89 コー

チューセッツ州工科大学（MIT）が高等教育におけ

スを公開しています。こ

る知識の公開・共有の方法として 2001 年に開始し

の中には他大学の教員が

ました。OCW はその後，MIT に留まらず，米国の

北大で行った特別講義の

ほかの大学を始めヨーロッパやアジアなど世界中に

資料があります。このよ

広がり，現在 100 を超える大学が実施しています。

うな特別講義は他大学の

正幸

北大は 2006 年 5 月に北海道大学オープンコース

講師を迎えている上，短期間に集中して行うため，

ウェア（HU-OCW）として講義資料の公開を開始

受講生が十分な予習，復習をすることが困難です

し ま し た（http://ocw.hokudai.ac.jp）
。ここで公

が，講義資料を HU-OCW で公開することで，受講

開している講義資料などによって，北大で行われて

後の復習材料や翌年度以降の参考資料にすることが

いる講義や教育活動について知ることができます。

可能になります。

HU-OCW により，1) 知識の社会への還元（社会貢

また，いくつかのコースでは映像コンテンツも講

献）
，2) ビジビリティの向上（広報効果），3) 講義

義資料として公開しています。特に実習や実験にお

資料および講義自体の質の向上（教育改善）が期待

いては，受講前に概要を知ることができるほか，復

されています。

習の材料としての効果も期待できます。

写真 1

北海道大学オープンコースウェア Web サイト（http://ocw.hokudai.ac.jp）
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返る上で重要な資料です。

かりやすく伝えるという観点から，正規科目以外に

HU-OCW ではこのように，コンテンツの拡充を

も公開講座やオープンキャンパス，北海道大学プロ

積極的に行い，より多くの方々に北大の教育活動を

フェッサー・ビジット（朝日新聞社共催），ひらめ

紹介しています。その結果，HU-OCW へのアクセ

き☆ときめきサイエンス（独立行政法人日本学術振

ス数は増加を続け，情報基盤センターに設置したメ

興会共催）など，学外の方々を対象とした取り組み

インサーバと北京オフィスに設置したミラーサーバ

も映像で収録し，公開しています。またこれらの映

の合計で月間約 19 万ページビュー（2010 年 1 月）
，

像は，Apple 社の iTunes Store への掲載や，北海

累計では約 391 万ページビューとなり，多くの方々

道内全高校へのパンフレット配布などの方法で紹介

に利用されていることが分かります。

しています。さらに大学文書館の協力のもと，北海

今後も正規科目の講義資料や公開講座等の映像等

道大学に保管されている古い講義資料のデジタル化

各種コンテンツの拡充につとめ，北海道大学の教育

も行っています。明治時代に記録されたクラーク教

活動を広く伝えると同時に，学生による利用促進に

授の講義ノートなどは，北海道大学の教育史を振り

むけて取り組んで行きます。

クリッカーの 1 ユーザーとしての感想
大学院環境科学院

准教授 豊田

和弘

私は本学の貸出しクリッカーのカジュアル・ユー

リーンに出すと驚いたことに，９割の受講生が間違

ザーです。大人数講義への支援機器として名高い
「ク

った方を選択したのです。正解はこちら，と私が指

リッカー」ですが，対象人数が二十名前後でも私は

さすと，受講生もびっくり。そこでもう一度，動名

大変重宝しています。私の場合，スクリーン表示し

詞と不定詞とのニアンスの相違を説明し，１問目の

た質問・アンケートへの回答分布をスクリーンに即

解答理由を解説して，２問目，３問目と同様な問題

時表示するという機能のみを使用しています。
なお，

を繰り返すと，だんだんと正解率があがり，５問目

出席簿の登録や成績の記録等の機能のある，全学教

ではほぼ全員正解となりました。十数名の受講生の

育で CD として配布されているソフトについては私

半数は留学生であるため，all in English でおこな

は未経験ですので，自分をカジュアル・ユーザーと

ったので，私の英語が不明瞭だったのが原因だった

称したのはそういう意味です。

のかもしれませんが，クリッカーが受講者の理解を

国際コミュニケーション法という大学院での講義

完全にしてくれたわけです。

で，学術論文中での動名詞と不定詞の使い分けに

私の所属は，改組で誕生してまだ５年目の環境起

ついて説明をしていたときのことです。
「Seeing is

学という専攻で，学部生は存在せず，北大以外の多

Believing」と「To see is to believe」とでは格言

様な分野と異なる学部から進学してきた院生が大半

としてはどちらが適当か，またそれはなぜなのか，

です。専攻内ではいくつもの課題ゼミが混在してお

というように日常生活で使用されるような文章をい

り，どのように運営するかは参加者，教員と院生と

くつか例にあげて，その意味の違いを説明すると，

で相談しながら決めている状態です。しかし，多様

受講生の大半は，わかっているよ，という顔つきで

な背景をもつ二十数名もの参加者が新たに決まり，

聞いていました。そこで次に科学論文中にあるよう

その中でみんなが最も満足する運営方針を決めるの

な文例中で動名詞と不定詞のどちらが適当か，とい

は大変です。反省会で一人一人順番に感想を言って

う２択問題をスクリーンに表示して，クリッカーで

もらっても，はっきり意見を言わない院生も多く，

受講生にその回答を選択させ，その回答分布をスク

時間もかかり，数名の留学生は日本語がわからず疎
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外感を感じたようでした。そこで，今度はクリッカ

し出し，受信 ON をクリックして受講者からの回

ーを使って，今年度のゼミ運営についての感想のア

答を受けつけます。必要な回答数が得られたら受

ンケートをとりました。パワーポイントで示す質問

信 OFF をクリックすると回答分布が表示されます。

は日本語と英語を併記しました。すると十数分で，

その分布表示を消して次の問題をスクリーンに映し

ゼミの開催日時，内容，自分の研究テーマや他の課

出す，という一問当たりたったの３クリックで連続

題との兼ね合いなどについての意見の全体像を，留

使用できます。この回答分布の表示はワードやパワ

学生を含む全員で共有することができ，次年度の運

ーポイントの使用と同時にできますし，受信できな

営に必要な確かな指標を短時間で得ることができま

いなどのトラブルには私はまだ遭遇したことがあり

した。このように，特に留学生も参加している場合

ません。

に，クリッカーの使用はより有意義であると実感し

最後に，
「クリッカー」の限界について紹介しま
す。基礎化学１という講義で「クリッカー」を使っ

ました。
さらに，クリッカーを使用してアンケートを取る

て問題演習をしたことがあるのですが，受講者は

と，従来のアンケート用紙の配布と回収による結果

七十名ほどいるのに，その時に割り当てられた教室

と比較して，アンケートの結果の信頼性が高まるの

は縦長で，プロジェクターが暗く，２回程使用した

ではないかと感じています。たとえ無記名でも，ア

だけでやめてしまいました。物理化学という科目の

ンケート用紙に記入する場合には，人目を気にする

性格上，設問の文章はどうしても長くなることが多

あまり不本意な回答をする傾向があるのではないで

く，表示される文字は小さくなり，教室の後ろにい

しょうか。一方，
「クリッカー」によるアンケート

た学生は問題を読めないことも多かったと思いま

だと，仮に他人には知られたくない様な選択肢のボ

す。大学での講義の目的は，学生が自分で考える事

タンを正直に押した後にすぐに，自分と同じ仲間が

ができるようにすること，およびそのためのスキー

結構いることが判ることも多く，
気分的に安心でき，

マ（構造化された知識）を頭の中に構築できるよう

他人の意見の分布を理解することができます。アン

に助けること，と私は理解しています。単純な理論

ケートに回答するというのは面倒で億劫な作業なの

や基本的な概念を学生が理解したか記憶したかどう

ですが，「クリッカー」を使うとアンケートを回答

かを確認する時に「クリッカー」はすばらしい威力

する方も楽しくなり，作成する方も安心です。

を発揮します。しかし，新しく学んだ理論や概念を

本 学 で「 ク リ ッ カ ー」 を 使 用 す る 上 で の 手 間

組み合わせて論述したり結果を算出したりできるよ

も た い し た こ と は あ り ま せ ん。 事 前 に 登 録 す れ

うにするためには，従来通りに黒板で演習を行った

ば， 講 義 の 直 前 に 当 セ ン タ ー 全 学 教 育 事 務 室 に

り，レポートなどを宿題として課して考えさせるこ

て，小さな受信 USB 端末１つと「クリッカー」が

とも，やはり必要だというのが私の感想です。

受講生の人数分入ったバッグを借りて，教室に運
び，「クリッカー」を参加者に配り，使用が終わっ

平成 22 年度もクリッカーの貸出しを行います。

たら全部回収して事務室に返却するだけです。私

全学教育科目の予約に空きがある場合は，専門科目

の使用法の場合，Keepad 社のホームページから

にも貸出しますので，お問い合わせください。

TurningPointAnywhere というソフトをダウンロ

詳しくは以下の WEB ページをご覧ください。

ードした MacBookAir を現場に持参して，借りた

http://socyo.high.hokudai.ac.jp

受信 USB 端末を付けて，そのソフトを起動したら，
パワーポイントで質問と選択肢をスクリーンに映
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CENTER

UC バークレーの講師による
大学院生のための大学教員養成（Preparing Future Faculty）講座
文学研究科

准教授

瀬名波 栄潤

3 月 18 〜 24 日，高等教育センターと国際企画

カデミック・ライティングについて講義と演習を行

課・国際教育連携支援チームの共催で，カリフォル

う。(6) 国際舞台で活躍する本学教員のほか国内外

ニア大学バークレー校から２人の講師を招いて，大

のゲストによるパネルディスカッションなど広汎な

学教員養成 (Preparing Future Faculty) 講座が開催

内容の教育を行う。(7) 汎用性・一般性の高い北米

されました。将来の大学教員・研究職を目指す大学

タイプの「大学教員養成研修」プログラムを北大独

院生向けの，演習や講義・講演を交えた英語による

自の観点で改良して実施する。

短期集中型キャリア養成プログラムで，正式名称は

教育効果としては，(1) 専門的研究に関する知識

Workshop in English “Preparing Future Faculty:

以外に，大学教員に必要なティーチングやコミュニ

Introduction to Teaching and Writing for Gradu-

ケーションの能力を学ぶことができる，(2) 他分野

ate Students” といいます。受講生は学内外から 80

の院生や教員およびゲスト講師と接することにより

名ほどの大学院生が応募し，抽選で 30 名に絞り，

職業人としての視野を拡げることができる，(3) 国

ほかに筑波大学，同志社大学などバークレー校の最

際的な環境で必要な英語の会話・討論・文章作成・

新技術を自大学で生かしたいと願う教職員 10 名以

校閲の能力，さらには学生指導能力を身につけるこ

上がオブザーバーとして参加しました。

とができる，などが期待されます。

本ワークショップの目的と狙いは以下のとおりで

講師には，昨年 7 月の筑波大学と共催の国際シ

す。(1) 大学教員や研究者を目指す大学院生のキャ

ンポジウム・ワークショップにも参加していただい

リア形成の支援。(2) 高度な専門的知識をもちアカ

た，バークレー校「大学院生講師 (GSI) 教育支援セ

デミックな職場で優れたコミュニケーション能力を

ンター」長リンダ ・フォンヘーネ氏と同校大学院

駆使して研究と教育を行う職業人として活躍するた

機構「大学院生研究支援室（アカデミック・サービ

めに必要な，共通の素養，知識，ノウハウの提供。(3)

ス）」室長サブリナ・ソラッコ氏を招聘し，開講に

対象は，留学生を含むさまざまな分野の大学院生。

向けて 2 月に渡米して，
具体的内容を確認しました。

(4) 国際化に対応するため，英語で授業を行う。(5)

フォンヘーネ氏には授業運営のための理念やノウ

大学教授職に関する総論，ティーチング，およびア

ハウを，ソラッコ氏には専門分野を越えた論文執筆

写真１

ソラッコ氏によるレクチャー

写真２
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の具体的指導を担当してもらいました。バークレー

表の募集要項等の精査。応募に際して書くべきこ

校では，この 2 つのプログラムは将来研究職を希

とや注意事項について

望する大学院生にとって不可分の研修内容とされて

６．パネルディスカッション：留学生を含む北大大

います。通常 2 人は選択制で別個にワークショッ

学院生のためのキャリア・プランニング（北大：

プを受け持っていますが，今回は，2 人共同で行う

蟹江俊二（工），橋本善春（獣医），
玉城英彦（医）
，

集中講義型のプログラムを，北大のために独自に開

元世界銀行職員：ユージン・ブーストロム）

発してもらいました。バークレー方式の PFF プロ

７．評価基準の作成と利用方法（フォンヘーネ）
：

グラムについては，米国内外でワークショップや講

公平で一貫した評価基準と，学生が成績にこだわ

演依頼が年々増加しており，そのようなニーズに応

りすぎない授業の展開について

える新たなプログラム構築を模索していた彼女たち

８．国際学会誌への論文投稿（ソラッコ）：研究論

にとっても，
今回の
「北大方式」
は望むところでした。

文を投稿するステップ，機関誌の選び方，コンタ

「北大方式」には，他にもいくつかの特徴があり

クト方法，編集者とのやり取りなどについて

ます。まず，受講生の理解促進と課題遂行の援助の

９．要旨（アブストラクト）執筆方法（ソラッコ）
：

ため，テューターを 6 人配置しました。テューター

アブストラクトの種類を紹介。それらを比較検討

は本学の大学院生で，事前に本講座のための準備

し，よりよいアブストラクト執筆について討論

ワークショップを受けさせ，早朝と放課後に個人指

10．大人数授業の運営方法（フォンヘーネ）
：講義

導の時間を確保しました。テューターの取りまとめ

の方法について小グループ討論。効果的な TA の

役に，コーディネーターを 1 人配置し，2 人の講師

利用方法について

との間の指示系統の充実を図りました。また，ワー

11．職務規定と教育倫理（フォンヘーネ）
：授業運

クショップの半ばには，受講生たちにキャリア形成

営における職業倫理，実行方法，倫理規定の説

のヒントを与えるため，北大の国際化戦略やキャリ

明。想定問題を使って解決方法を議論する。

ア形成の秘訣を学内外の教員等に話してもらうミニ

12．論文校閲（ソラッコ）
：論文の校正方法について，

シンポジウムも企画しました。ワークショップを最

編集者の校閲方法を紹介し，受講生にとっての活用

後まで修了した受講生やオブザーバー参加者には，

方法，同じ間違いを繰り返さない方法などを説明。

修了証を発行し，彼らのキャリア形成や日本での同

13．プロジェクト発表１：授業用シラバスのグルー

様のプログラム開発の一助としました。

プ発表
14．プロジェクト発表２：研究論文のアブストラク

以下が，ワークショップ全 15 コマの内容です。

トの個人発表

１．オープニング：安藤厚（挨拶と本ワークショッ

15．まとめ（レビュー）
：脇田稔副学長の挨拶。両

プの企画説明），細川敏幸（北大の FD と TA 研

講師，コーディネーターによるワークショップ

修の歴史）
，高井哲彦（北大の国際化の取り組

総括。参加者へ修了証授与

み），講師紹介，講師による授業の内容・目的・バー
クレー校の取り組みなどの紹介

ワークショップ終了後には，
受講生，テューター，

２．教育の基礎（フォンヘーネ）：授業の対象者，

講師たちからレポートやコメントが届きました。い

目的，教授方法，学生への対応方法などについ

ずれも，本学でこのような画期的なプログラムに関

て，米国での事例紹介，討論

われたことへの喜びと「北大方式」の PFF プログ

３．アカデミック・ライティングの基礎
（ソラッコ）
：

ラム拡充への期待に溢れていました。

論文執筆から研究助成金申請まで，アカデミッ

この 7 月にも，2 回目の PFF ワークショップが，

ク・ライティングの種類や書き方の違いについて

今度は大学院共通授業科目として提供されます。
「北

４．授業設計（シラバス）と目標設定（フォンヘー

大方式」が持続的な教育システムに発展する始まり

ネ）
：米国大学のシラバスを比較検討し，シラバ

となってほしいと願っています。
http://socyo.high.hokudai.ac.jp/PFF2010.pdf

ス作成プロジェクトのきっかけにする。
５．論文執筆と口頭発表申込（ソラッコ）：学会発

http://ws.high.hokudi.ac.jp
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文学研究科向け英語による授業に関する FD プログラム修了式
背景および実施までの準備

ワークショップ

国際企画課国際教育連携支援チームは，文部科

全 6 回のワークショップでは，デモレッスンと

学省の補助金による 2 年半のプロジェクトとして

ピアレビュー，英語での授業に関連したテーマにつ

平成 20 年 10 月に設置されました。国際教育連携

いてのディスカッションを行い，他の教員とのざっ

を加速させる総合支援機能の取組として，海外の大

くばらんな意見交換を通して実践的なスキルアップ

学とのダブルディグリー・プログラムや単位互換制

を目指しました（写真１，２）
。ワークショップ全 6

度を支援するとともに，その基盤となる英語による

回（90 分 4 回，120 分 2 回 ）， 合 計 10 時 間 と

授業の体系化に向けて，昨年度は高等教育機能開発

いう短時間のプログラムのため，対象をこれから英

総合センターと共催で英語で授業を行う教員向けの

語での授業を初めて行う教員に絞りました。
「大学

サポートプログラム「英語による授業に関する FD

教員のための教室英語表現 300」および「大学生の

プロジェクト」に取り組みました。

ための教室英語表現 300」（アルク）を参考資料と

その一環として，これから英語による授業を増や

して配布しました。プログラム進行役（ファシリテ

していく初期段階の研究科向けの，汎用性のあるプ

ーター）は，
国際教育連携支援チームのプログラム・

ログラムの先行モデルとして，文学研究科向けに本

コーディネーターが担当しました。

プログラムが開発されました。他の教員との意見交

第 1 回は，英語での授業を行う際に最低限クリ

換やデモレッスンおよびフィードバックを通して，

アすべき基本的な事柄について話し合い，第 2 回

英語での授業を行う際に想定される課題に対する具

目以降のデモレッスンで使用する建設的なフィード

体的な対応策を列挙し，英語というツールを使いこ

バックフォーム（constructive feedback form）を

なして効果的な授業を行うことを目標としました。

作成しました。また，国際交流室員であるフィリッ

募集の結果参加することになった 6 名の教員に

プ・シートン准教授（メディア・コミュニケーショ

事前聞き取り調査を行い，参加者のニーズに合わせ

ン研究院）に英語でのサンプル授業をしていただき，

てプログラム内容を調整しました。昨年 6 月から

アクティビティの効果的な活用法や英語の授業（語

今年 2 月までの 9 カ月にわたり全 6 回のワークシ

学力の向上）と英語での授業（英語は伝達手段）の

ョップを行い，特別セッションとしてマイクロティ

違いなどについて活発な意見交換が行われました。

ーチング・ワークショップを実施しました。

写真１

第 2 〜 6 回はディスカッションとデモレッスン

ディスカッションの様子

写真２
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で構成され，ディスカッションでは，3 つのテーマ

が，多数の教員の授業を見てそれに関するコメント

で想定される課題（①英語が母国語ではない教員が

を聞くことができるので，得ることが多いというこ

英語で教えること，②英語が母国語ではない学生に

とです。参加教員には，今後ファシリテーターを務

英語で教えること，③英語力のレベルが異なる学生

めるための参考資料が渡されました。
（センターニ

が混ざったクラスを教えること）およびその具体的

ュース 80 号を参照）

な対応案について，参加者同士でアイデアを出し合
いました。国際教育連携支援チームが，実際に英語

プログラム終了後の参加者の感想と提案

での授業を行っている学内の教員に聞き取りを行っ

教室でどのような表現を用いるのか基本的なこ

て得られたノウハウやコツなども共有されました。

とを学べた，英語は得意ではないが工夫次第で英語

参加者は 2 回ずつデモレッスンを行う機会があ

で授業ができるということがわかった，英語による

りましたが，失敗を恐れずにいろいろと自由に試し

授業で生じる問題を実際に経験する機会があった点

ていただくよう促しました。デモレッスンの進行方

が良かった，自分の授業をビデオで客観的に見るこ

法には，特別セッションとして行われたナイキスト

とは非常に有益だった，他の教員のレッスンを見る

教授（後述）のマイクロティーチング・ワークショ

ことができたので参考になった，マイクロティーチ

ップの手法を取り入れました。

ングでまず授業の良い点を述べるという方法は自信

各ワークショップ終了後は，参加者からのフィ

がつくのでよいと思う，などの感想が参加教員より

ードバックを踏まえて，次回のワークショップの内

述べられました。また，普段交流のない分野の教員

容を微調整しながら進めました。

と同志的に切磋琢磨することができた，シートン准
教授の参加は極めて有効だった，このような企画で

マイクロティーチング・ワークショップ
（特別セッション）

はネイティヴの教員の出席・協力によって相当効果

7 月には特別セッションとして，ナイキスト教

今後の提案として，5 分間のデモレッスンを行っ

授（ワシントン大学教育開発研究センター名誉セン

ているだけでは 90 分の授業を行える自信はつかな

ター長）がファシリテーターを務め，マイクロティ

いので 20 分くらいは行ってみたい，教員の異なる

ーチング・ワークショップが行われました。参加

ニーズに応えるために英語のレベルや目的別などで

教員が各自 4 分間行うデモレッスンでは，敢えて

グループ分けをした方がいい，学内の外国人教員に

苦手意識を感じていることに挑戦し，ビデオ録画

予約をしてデモレッスンを見ていただいた後にフィ

したものをその場で再生して自分の授業の様子を

ードバックをいただくというシステムがあればあり

見ました。次に行われた建設的なフィードバック

がたい，アルバイトで雇った学生向けにデモレッス

(constructive feedback) では，まずは授業でうま

ンをして生の意見を聞く機会があると学生の視点を

くいった部分についてコメントしあい，お互いの良

より理解できるので良い，教員が専門科目を英語で

い点から学ぶ姿勢を大切にし，その後の改善点につ

教えるための英語自体のトレーニングもあると良

いてのコメントも批判的になることは避け，具体例

い，などが挙げられました。また，英語による授業

を提示することを心掛けました。

に関する FD は実践的であり即戦力養成コースとし

が上がると思う，などが挙げられました。

まとめとして，ナイキスト教授から参加教員へ

て極めて有益である，今後も同様の FD が継続され

今後のフォローアップについて助言をいただきまし

ることを切に希望する，など，英語での授業に関す

た。1 つ目は，マイクロティーチングは頻繁に継続

る FD 継続について多くの要望が挙げられました。

して実施することによって，最大限に効果を発揮す
るということです。発表者が今回受けた様々なフィ

修了式および意見交換会

ードバックの中から，まずは 2 つを選んで次回の

3 月 31 日には修了式と意見交換会が行われまし

レッスンで改善を試みる，ということを繰り返し行

た（写真３）。佐伯総長から参加者 6 名に修了証書

うことにより，確実に定着させることができます。

が授与されたあと，脇田理事・副学長（教育担当），

2 つ目は，自分自身がファシリテーターを務めた方

本堂理事・副学長（国際交流担当），高機能センタ
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ー関係者を交えて活発な意見交換が行われ，参加者

調整をしていくことも大切だと思います。ナイキス

からは，同様のプログラムを今後広く学内で実施し

ト教授が述べられたように，マイクロティーチング・

た場合のメリットや，異なるニーズに対応する改善

ワークショップを経験された教員の方々が将来的に

案と共に国際化に関する意見などが述べられ，執行

ファシリテーターを務められると，部局ごとの異な

部と今後の課題について認識を共有できました。

るニーズに対応することも容易になり，多くの教員
の方々のサポートが可能になると思います。

まとめ

今後は高機能センターが英語での授業に関する

本プログラムは，英語による授業の体系化に向

FD プログラムの開発を継続することになります。

けて，英語で授業を行う教員向けのサポートプログ

限られた財政的と人的資源を最大限に活用し，さま

ラムの先行例の開発を目的としました。英語での授

ざまな異なるニーズにどのように応えていくかなど

業に関して本学の方針や戦略が決まる前に，同時進

課題は多いですが，この先行例をもとに全学的な普

行で先行例の開発をしなければならなかったため，

及につながることを期待しています。

手探り状態でいろいろと至らない点もあったかと思

最後に，先行例開発が目的という実験的要素の

います。しかし，まずはできることから始めること

高いプログラムに貴重な時間を割いて参加してくだ

も大切です。たたき台となる先行例があれば，方針

さった先生方と，プログラム開発に関して親身にご

が決まった時点で，それを本学の状況により適した

指導くださいました高機能センターの先生方に深く

形に調整していくことができます。

お礼を申し上げます。

学内のリソースを活用した持続可能な FD の開発

本プログラムを含む，昨年度実施された「英語に

という点からも，本プログラムは学内の複数の組織

よる授業に関する FD プロジェクト」の詳細は，
「目

やプロジェクトが有効に連携できた例であったと思

指せ！バイリンガル大学シリーズ Vol.1-3」と題し

います。本プログラムの先行例を活用すれば，あま

て報告書を作成しましたのでご参照ください。報告

り初期経費をかけずに実施することが可能です。

書はホームページで「国際化加速の取組（ダブル・

全学的に今後マイクロティーチング・ワークシ
ョップを頻繁に継続して実施するためには，多数の
ファシリテーターが必要になりますが，ファシリテ
ーターに専門性を追求しすぎると，できる人が限ら
れてしまい広く普及させるのが難しくなります。ま
ずは試しにやってみて，やりながら必要に応じて微

写真３

ディグリー，英語による授業の FD 等）」をご覧く
ださい。
http://www.hokudai.ac.jp/bureau/e/wabun/
index.html
問合せ先： shien@general.hokudai.ac.jp
（学術国際部国際企画課

修了式後の意見交換会
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アカデミック・サポート推進室の新戦力
アカデミック・サポート推進室にアカデミック・
アドバイザー補佐としてこの３月より採用されま

ばれる物質に興味を持っ
ています。

した前田展希と申します。昨年 10 月より理数応援

アカデミック・アドバ

ニューフロンティア・プロジェクトの教育コーディ

イザー補佐の仕事は来年

ネーターとして学生に接して参りましたが，これか

度より導入される総合入

らはアカデミック・アドバイザー補佐として学生の

試で入学してくる学生が

お役に立てるようにがんばります。

学部学科選択の際に参考

専門は理論物理学で以前は理学研究院物理学部門

になるようなデータベー

素粒子論研究室で場の理論の物性系への応用を研究

ス（ ア カ デ ミ ッ ク マ ッ

していました。素粒子の理論で用いられる場の理論

プ）を構築する事です。単なる学科紹介ではなく学

は多粒子系である物性系でも盛んに使われていま

生の興味関心に応じて学部横断的に北大を見通せる

す。一見異なる分野が場の理論と言う共通の数学的

ようなマップを作成することが目標です。まだ暗中

言語でつながっているということは大変面白いこと

模索なので良いアイデアがあればどしどしお寄せく

だと思います。現在は原子１個分の厚さしかないグ

ださい。よろしくお願いします。

（前田 展希）

ラフェンと呼ばれる物質やトポロジカル絶縁体と呼

４月にアカデミック・アナリストに採用されまし

温室を保有しています。

た宮本淳と申します。以前は低温科学研究所の博士

そこは正に北大の中の

研究員として，南極やグリーンランドから採取され

南極です。非常に厳しい

た氷床コアの物理的性質に関する研究を行っていま

環境ではありますが，私

した。

は雪氷学発祥の地である

雪や氷に関する研究 “ 雪氷学 ” の基礎を築いた北

北大でこの研究に携わる

大の中谷宇吉郎先生は人工的に雪結晶を作ること

ことができることに喜び

に成功し，「雪は天から送られた手紙である」とい

と誇りを感じています。

う言葉を残しました。南極やグリーンランドには天

この言葉にし難い充実感

から送られた手紙である雪が数十万年にわたり降り

を多くの学生の皆さんに

積もり，それは解けずに押し固められて氷となって

感じていただけるように支援することが，アカデ

残っています。その雪や氷を採取，分析し，地球の

ミック・サポート推進室での私の役目だと思ってお

過去の気候・環境変動を読み解こうとするのが氷床

ります。どうぞよろしくお願い致します。

コア研究です。低温科学研究所は氷床コアを用いた

（宮本 淳）

研究，試料の長期保管のためにマイナス 50℃の低
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北海道大学オープンコースウェアの新規公開科目
北海道大学オープンコースウェアでは，本学が開

ページビュー，約 3.7 万ビジット，データ転送量

講している講義の資料をはじめ公開講座等の映像な

450GB を 記 録 し ま し た。2006 年 の Web サ イ ト

ど，大学や教員が取り組んでいる各種教育活動の

公開以来の累計では，約 440 万ページビュー，約

情報をインターネット上で無償公開しています。

106 万ビジット，データ転送量 7.4TB に達してい

2006 年度の Web サイト開設以来，公開コース数

ます。

は順調に増加し，2010 年３〜５月には正規科目５

今後も引き続き，大学で培ってきた知識を社会に

（全学教育科目４，大学院教育科目 1）コース，公

還元するとともに，学内の教員，学生が利用可能な

開講座等 20 コースを新たに公開しました。

教育資源アーカイブとしての役割を果たすべく，教

このように資料や映像等を拡充した結果，2010

育活動に関する情報を収集・公開していきます。
（合川 正幸）

年３〜５月のアクセス状況は月間平均で約 10 万

表１

新規公開科目一覧（2010 年３〜５月）

Ꮫᩍ⫱⛉┠㸦 ࢥ࣮ࢫ㸧
科学・技術の世界 ゼロからはじめる「科学力」養成講座 1（2009 年度）
鈴木 久男
科学・技術の世界 ゼロからはじめる「科学力」養成講座 2（2009 年度）
鈴木 久男
一般教育演習 蛙学への招待（2010 年度）
鈴木 誠
人間と文化 ムーミンの国へようこそ！（2010 年度）
池田 文人
Ꮫ㝔ᩍ⫱⛉┠㸦 ࢥ࣮ࢫ㸧
国際広報メディア・観光学院 現代都市文化論演習（2009 年度）
筑和 正格
ࢭ࣑ࢼ࣮㸭ㅮ₇㸦 ࢥ࣮ࢫ㸧
サステナビリティ・ウィーク 2009 オープニングシンポジウム「持
「持続可能な開発」国際戦略本部
続可能な開発」
サステナビリティ・ウィーク 2009 持続的アジア社会構築に向けた日中
サステイナビリティ学教育研究センター
の総合的大学間協力
サステナビリティ・ウィーク 2009 石油ピーク後の日本と北海道のあり
サステイナビリティ学教育研究センター
かたを考える
プロフェッサー・ビジット 2009 海鳥の目から海洋環境を見る
綿貫 豊
最終講義 組織現象の実証研究
小島 廣光
遠友学舎炉辺談話 情報の可視化技術
山本 強
北海道大学教育 GP 2000 年後の美術館・博物館プロジェクト
柴川 俊之（福山市立女子短期大学）

北海道大学教育 GP 世界と対話する子どもたち
池田 文人
北海道大学教育 GP 文化コーディネーターと町づくり
松田 凡（京都文教大学）
人文学カフェ 村上春樹「1Q84」を読む
中村 三春
危険作業講習会「安全な実験のために」
山本 仁（大阪大学）
計算科学連続セミナー 原子核の分子的構造
上柿 英二（秋田大学）
計算科学連続セミナー Geometrical cluster states in light neutron板垣 直之（東京大学）
rich nuclei
計算科学連続セミナー Production and Spectroscopy of Hypernuclei
原田 融（大阪電気通信大学）
計算科学連続セミナー 超重元素合成と重イオン核融合反応
阿部 恭久（大阪大学）
計算科学連続セミナー Phase diagram of dense matter in strongcoupling lattice QCD
大西 明（京都大学）
学術コンテンツの共有 コンテンツの検索と共有
森本 容介（放送大学）
学術コンテンツの共有 広島大学における CMS 運用とコンテンツ作
成支援について
隅谷 孝洋（広島大学）
学術コンテンツの共有 カルチュラル・コンピューティング
土佐 尚子（京都大学）
ICT 活用教育セミナー
仲林 清（放送大学）ほか
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授業設計と教育倫理
〜第 16 回 北大教育ワークショップ〜
今年度 1 回目の「第 16 回北海道大学教育ワーク

を選んで講演などを行っています。今回のテーマは

ショップ」（全学 FD）は，2010 年 6 月 4 日（金），

「授業設計と教育倫理」でした。教育倫理について

5 日（土）の両日，奈井江町農業改善センターで，

は，ミニ講義「FD の目的と教育倫理」のなかで，

表 1 の内容で行われました。

昨年の 6 月 23 日に制定された「北海道大学教育倫

毎年 1 回目の教育ワークショップは学内から参
加者を募るのですが，今回は少し余裕があるので学

理綱領」と「北海道大学における科学者の行動規範」
が紹介されました。

外にも案内を出し，本学の参加者が 29 名，道都大

ワークショップのはじめには，いつものように，

学から 2 名の参加者があり，世話係，講師，事務

グループ作業がスムーズに進行するために，アイス

職員など合わせて総勢 44 名で実施されました。

ブレーキングを行いました（写真４）。

初日の 4 日は本部大会議室で午前 8 時 15 分から

メインプログラムでは，参加者を 4 グループに

受付け，8 時 30 分に出発しました。バスの中では，

分け，魅力ある授業の工夫を盛り込み新しい授業を

参加者の自己紹介を行い，会場に到着後，直ちに記

設計するという課題で，
グループ作業を行いました。

念写真をとり，9 時 55 分から脇田副学長（総長代

授業の設計は，3 つのセッションに分けられ，
（I）
科目名と目標，
（II）方略（15 回分の授業内容），
（III）

理）の挨拶（写真１）で研修が始まりました。
最初のミニ講義では，教育改革室役員補佐の小内

「評価基準」
の順に行われました。各セッションは，

先生に，来年度から始まる総合入試に関する話「北

（1）30 分程度のミニ講義，（2）小グループに分

海道大学の全学教育と総合入試」をしていただきま

かれての 60 分の討論，（3）全員が集まっての討論

した（写真２）。

の成果の発表会（写真 7）という３つの部分からな

現在，単位の実質化のため魅力的な授業を工夫し

るセッションを繰り返すという構成です。

て学生の学習意欲の向上を図ることが求められてお

参加者全員が専門分野が片寄らないように A，

り，一つの方法として e- ラーニングを取り入れる

B，C，D の 4 グループに分かれ，それぞれ，A：

ことが考えられます。今回は，情報基盤センターの

一般教育演習（学生数 20，90 分の授業を週 1 回

布施先生に「ELMS」という授業支援システムの紹

で 15 週），B：フィールド型一般教育演習（学生数

介をしていただきました（写真３）
。

20，集中授業 1 週間／月曜日に出発して金曜日に

この教育ワークショップの主な内容はシラバスの

帰る）
，C：総合科目（総合入試による新入生のた

作成法を学ぶことですが，毎回時流にあったテーマ

めの授業），D：大学院共通授業，などの科目を設

写真１

脇田副学長の挨拶

写真２
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計する課題にいどみました。各グループが設計した

れられた「北大方式」ともいえる，パソコン，プロ

科目名，目標などは表 2 のとおりです。

ジェクタ，スクリーン（模造紙を壁に貼ったもの）

夕食後には，MIT が最初に行ったインターネッ

を使った新しいグループ討論の方法です（写真６）
。

ト上への授業公開が北大でも行われていますが，

討論内容をパソコンに入力し，プロジェクタで 2m

オープンコースウエア（OCW）担当の合川正幸さ

くらい先のスクリーンに投影し，それをグループの

んに「講義資料公開サイト北大 OCW の紹介」をし

メンバー全員が見ながら討論します。パソコンのモ

ていただきました。

ニター画面を全員が席を立たずに見られるので，黒

2 日目には，鈴木誠教授のミニ講義に続いて，シ

板かホワイトボードの前で討論しているような感じ

ラバスの最後の項目「評価」を完成させて発表し，

です。討論終了後には記録のファイルも残るので，

ワークショップを終了しました。研修会終了後に，

ホワイトボードより効率的です。全体討論の発表

昨年度から始められ，本 FD では 3 回目の修了証授

も，OHP ではなく，Power Point で行われます。
（西森 敏之）

与式（写真５）が行われました。
最後に紹介しておきたいのは，前々回から取り入

写真３

布施先生のミニ講義

写真５

写真４

修了証の授与式

アイスブレーキング

写真６ 「北大方式」グループ討論
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表１

第 16 回北海道大学教育ワークショップ

プログラム

2010 年 6 月 4 日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8:15 受付 事務局（正門入って右の建物）大会議室に集合
8:30 バス出発 研修開始 : オリエンテーション（挨拶 , 自己紹介）
9:45 ないえ温泉「ホテル北乃湯」到着 , 玄関前で記念写真
────────────────────────────────────────────
10:00 挨拶 総長代理 高等教育機能開発総合センター長 脇田副学長（20 分）
10:20 ミニ講義「北大の全学教育と総合入試」（25 分 + 質問 5 分）
────────────────────────────────────────────
10:50 休憩（15 分）
────────────────────────────────────────────
11:05 ミニ講義「授業支援システム ELMS の活用法」（25 分 + 質問 5 分）
11:35 ミニ講義「FD の目的と教育倫理」（25 分 + 質問 5 分）
────────────────────────────────────────────
12:10 昼食 50 分
────────────────────────────────────────────
13:00 研修のオリエンテーション「ワークショップとは」
・アイスブレーキング（30 分）
────────────────────────────────────────────
13:30 ミニ講義「カリキュラムの構成要素とシラバス」「学習目標」（15 分 +15 分）
14:00 グループ作業 I の課題の説明・グループ学習室への移動（10 分）
14:10 グループ作業 I「授業の設計 1: 科目名・目標の設定」（60 分）
15:10 発表・全体討論（40 分）
────────────────────────────────────────────
15:50 休憩（20 分）
────────────────────────────────────────────
16:10 ミニ講義「教育方略」
「クリッカー」（20 分 +10 分）
16:40 グループ作業 II の課題の説明・グループ学習室への移動（10 分）
16:50 グループ作業 II「授業の設計 2:（目標の手直しと）方略」（60 分）
17:50 発表・全体討論（40 分）
────────────────────────────────────────────
18:30 夕食（40 分）
19:10 ミニ講義「講義資料公開サイト 北大 OCW の紹介」（25 分 + 質問 5 分）
20:00 懇親会

2010 年 6 月 5 日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7:30 朝食
────────────────────────────────────────────
8:30 ミニ講義「教育評価」（30 分）
9:00 グループ作業 III の課題の説明・グループ学習室への移動（10 分）
9:10 グループ作業 III「授業の設計 3:（方略の手直しと）評価」（60 分）
10:10 発表・全体討論（50 分）
―休憩（15 分）―
────────────────────────────────────────────
11:15 修了証授与（10 分）
・参加者の個人的感想や意見（30 分）
────────────────────────────────────────────
12:00 昼食（60 分）
────────────────────────────────────────────
13:00 バス出発
14:30 JR 札幌駅北口到着
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表2

各グループが作成したシラバスから ... 科目名と目標目標

＜グループ A ＞
【科目名】一般教育演習「北大生にしかできないエコ」
【概要】北海道特有の歴史・文化・地理・自然を理解し，それを生かした北海道でしか展開できないピンポイン
ト対策を立案し，エコロジー問題に取り組む。さらに，その手法の他地域，国や宇宙への応用を考える。
【一般目標】
① 既存の環境問題対策は，地域の特色が考慮されていないこと，社会的政治的要因の影響を受けていることによ
り，効果があがっていないように見受けられる。本科目では，北海道特有の自然・歴史・文化・地理を生か
した環境問題対策を考える。
② 社会的・政治的要因などにより生まれたエコロジー対策のウソを見抜き，科学的に証明された事実をクリティ
カルレビューする事により，実施に最も見合ったエコロジー対策の立案をする。
③ 環境問題を調査することを通じて，他の地域や国の問題について考える。
【行動目標】
① 北海道の歴史・文化・地理・自然を文献を用いて調べることができる。
② エコロジーに対する基本的な知識を身につけることができる。
③ 調査の結果を用いて，北海道の特色を生かしたエコロジー対策を発案できる。
④ 国際的視点で環境問題をとらえることができる。
⑤ 既存のエコロジー対策を批判的に評価できる。
⑥ 調査結果をまとめて規定された時間内に発表するスキルを身につける。
⑦ 他の発表に対して，活発にディスカッションできる。
＜グループ B ＞
【科目名】一般教育演習（フィールド型）
「夕張を舞台に北海道を知る
〜メロンの里 “ 夕張 ” で北海道の暮らし・歴史・文化・医療・食を学ぶ〜」
【一般目標】
① 国際性の前提となる地域の全貌を五感を使って知る。
② 地域の実情を多角的に捉える。
③ 実地体験に基づき食の安全管理を学ぶ。
④ 開拓の歴史を知ることを通して，北海道のフロンティア精神を実感する。
【行動目標】
① 夕張の発展の歴史的現場３箇所を時系列に沿って訪ねる。
② 住民とのコミュニケートや現場体験を通して夕張の現状の多面性を知る。
③ 住民の意見，情報の収集手段を考える。
④ 集団的調査活動の手法を身につけ，報告書を作成できる。
⑤ テーマに沿って自分たちなりの解決策を考え，20 分間の発表ができる。
＜グループ C ＞
【科目名】総合科目「次世代エネルギーのフロンティア」
【一般目標】
① エネルギー問題を題材に，現実的な解決法を模索し（実学の重視）
，自らの案を国際的にアピールできる能力
を養うこと（国際性の涵養）を目的とする。
② エネルギー問題に関する社会的背景を法，経済，倫理的視点から理解する。
③ 個々の次世代エネルギーについて技術的な内容を理解する。
④ 個々の次世代エネルギー擁護の立場から政策を立案して，模擬国会でディベートし，法案をとりまとめる。
【行動目標】
① エネルギー問題に関する社会的背景を法，経済，倫理的視点から理解する。
② 次世代エネルギーの推進を立案するための，技術的な背景も比較・検討する。
③ 自分なりの考えを他者に伝え，説得する有効なディベート法を体得する。
④ 最終的に，全ての視点から整合性の高い法案をレポートとして提出する。
＜グループ D ＞
【科目名】大学院共通講義「研究者養成のためのコミュニケーション技術」
【一般目標】国際社会に貢献する研究者になるために，社会のニーズを知り研究成果をわかりやすく発信するこ
とが求められている。そのために必要となる国際的に通用する情報収集能力と情報発信能力を，英語による
プレゼンテーションやホームページ作成を通じて身につける。
【行動目標】
① グループで設定したテーマに対し世界的な研究ニーズを調査し，レポートにまとめることができる。
② 自分の研究を 5 分間英語でプレゼンし，他人の発表に対して質疑ができる。
③ 自分の研究内容を伝えるホームページを日本語および英語で作成することができる。
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TA 研修会開催される
̶230 名が修了̶
2010 年 度 の 全 学 教 育 TA 研 修 会 が，4 月 6 日
（水）にセンターの大講堂を主会場として開催され

門についてより一層理解を深め，教育の現場で教え
るとはどういうことかを理解します。

ました。全学教育担当の TA には，当該授業料目の

研修の目的は以下のように要約されます。

担当教員によるオリエンテーションのほかに，事前

１）大学教育の基礎を理解する

に当該業務に関する適切な研修が義務づけられてい

２）全学教育の趣旨を理解する：目的，意義，全
体での位置づけ

ます。本センターでは，平成 10 年度から TA 研修
会を実施しており，今回で 13 回目です。今年度の

３）専門教育に還元できない基礎的な教育技術，

全学教育における TA 採用人数は，のべ 1,023 名

心構え，教育理論について理解する

（対前年度比 9.4％増）で，のべ時間でも 8.7％増加

４）担当する科目の内容と教授法を理解する

（33,956 時間）しています。

５）TA 相互の交流をはかる

TA 制度は広い意味の大学院教育の一環であり，

午後の分科会は昨年同様 13 分科会を予定しまし

大学教員となるための実地訓練（教育現場の体験）

たが，人数の少ないグループを統合して 12 分科会

のための制度とされています。大学院学生は教員と

になりました。修了者は 230 名，受講者は例年以

ともに学部教育に参加することによって，自分の専

上に真剣に研修に取り組んでいました。

表１

平成 22 年度北海道大学全学教育 TA 研修プログラム

＜午前の部＞（大講堂）
9：30 挨拶 佐伯 浩 総長
9：35 講演「北海道大学の全学教育について」
細川 敏幸（高等教育機能開発総合センター）
10：05 講演「TA の心得」 瀬名波 栄潤（文学研究科）
10：35 休憩（10 分）
10：45 「TA 業務に関する事務処理の内容」 山本 透（教務課）
11：00 パネル討論「TA の可能性〜現状と理想」
司会：山田 邦雅（高等教育機能開発総合センター）
院生パネラー：
ウカシ・ザブロンスキ（国際広報・メディア観光学院），
名畑 康之（文学研究科）
教 員パネラー：
栗原 秀幸（水産科学研究院），
鈴木 誠（高等教育機能開発総合センター）
12：00 〜 12：30 コーヒーブレーク（TA 経験者との談話）
（会場はセンター N 棟２階の N245 演習室）
＜午後の部＞（分科会に分かれて実施）
（基本的には 13:30 〜 16:00）
（A）一般教育演習
（B）一般教育演習／フィールド
（C）講義
（D）論文指導
（E） 情報学
（F） 英語 II オンライン授業
（G）英語 II 以外の英語の授業
（H）初習外国語（中国語以外）
（I） 中国語
（J） 文系基礎科目
（K）心理学実験
（L） 理系基礎科目
（M）自然科学実験
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なお，今回配布した「北海道大学ティーチング・
アシスタント

マニュアル改訂版」は，今年度中に

読み方，講義の基礎手法を学びました。次に 46 名
の参加者を２クラスに分け，N283 は池田，山田が，
N282 は細川が担当し，グループ学習によるケース

刷新される予定です。
また，参加者全員が一堂に揃う午前の部では，昨

スタディを行いました。アイスブレーキングにより

年度に続いて，クリッカーを使ってアンケートをと

グループ内の自己紹介と役割分担を確認し，次に
「講

りました。（表２）

義中に講義に関係ない本を読んでいる学生がいる」

（細川 敏幸）

など，４つの起こりうるケースにどう対応すべきか
を議論しました。各グループとも熱心に課題に取り

分科会の報告

組み，最後の発表でも多くの解決策が提示され，有

一般教育演習および一般教育演習 / フィールド

意義な研修でした。

（細川 敏幸）

分科会 A( 一般教育演習：鈴木誠（高機能センター）
) と B( 一般教育演習 / フィールド：栗原秀幸（水産）

論文指導

) の合同分科会は，参加者 24 名で行われました。
「少

前半は論文指導の概要について，レポート内容の

人数授業での TA の役割―ケーススタディから何を

剽窃行為・授業との関連性・引用形式と参考文献の

学ぶか―」というテーマで，授業の中で行われるグ

明示の三点について解説し，18 名の参加者全員に

ループ学習を自ら体験し，想定されるさまざまな事

自己紹介を兼ねて，TA 経験の有無・教員による業

例に対する TA の振舞いを学習して，発表と質疑応

務内容説明の有無・疑問や抱負を述べてもらいまし

答を行いました。全体を通して「教員とのコミュニ

た。後半は 2 グループに分かれて，参加者が論文

ケーション」と「学生をよく見ること」の重要性を

指導の TA 業務を行う上での問題点や要望を自由に

認識しました。

話し合い，両グループの代表者が討論内容を報告し

（栗原 秀幸，鈴木 誠）

ました。参加者は論文の書き方を学習し全学教育の

講義

レポートの添削をすることによって，自分の論文作

分科会 C（講義）は，まず大講堂で AV 機器の使
い方について教務課職員から講習を受けました。さ

成のスキルアップにもつながるという共通認識を持
つことができました。

( 細田 典明 )

らにマニュアルを参考資料に，細川よりシラバスの

表２
1) あなたの学年は？
M1
M2
D1
D2
D3
その他
2) 担当科目は？
一般教育演習
総合科目
主題別科目
共通科目
外国語科目
外国語演習
基礎科目（講義）
基礎科目（実験）

クリッカーによるアンケート

45.4%
27.9%
14.3%
6.8%
3.6%
2.0%

19.4%
5.7%
5.4%
9.3%
15.1%
7.2%
24.4%
13.6%

3) 北大の４つの理念は知っていますか？
すべて暗唱できる
6.9%
二つ，三つは言える 23.8%
フロンティア精神
しか知らない
28.2%
すべて知らない
41.1%
4) 北大の４つの教育目標を自己評価すると？
かなり高い
8.1%
高い
21.1%
普通
30.8%
低い
14.6%
かなり低い
5.3%
私は北大卒ではない 20.2%
5) 将来の職業の希望は？
大学教員（研究中心）23.1%
大学教員（教育中心）11.3%
大学以外の研究職
21.1%
大学以外の教員
6.9%
教育・研究職以外
37.7%
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情報学

について説明を行いました。その後，E309CALL 教

本分科会では，まず，情報学 I の目標，内容，指

室，メディアコミュニケーション研究院 110CALL，

導体制，教材，成績評価の概略等の説明と具体的な

210CALL 教 室 に 移 動 し て， そ れ ぞ れ の 教 室 の

評価項目の説明を行いました。また，情報基盤セン

CALL システムの特徴を紹介しました。最後に，TA

ターの教育情報システムを使った授業課題の設定方

と教員の詰め所であるメディア 401 室に TA を案内

法について研修を行いました。今年度は，システム

し，勤務日程の確認など事務的な連絡を行った後，

更新後初めての授業となりますので，新システムの

解散しました。

（鈴木 志のぶ）

使い方や新機能等の説明も行いました。
情報学では，初回授業時に，全体説明の後にすぐ，
コンピュータ教室に移動し，授業開始となります。

英語Ⅱ以外の英語
今回の TA 研修分科会「英語Ⅱ以外の英語の授業」

１つの講時で最大 12 グループほどが並列して授業

には 14 名が参加しました。TA マニュアルと分科

が進行しますので，スムーズに学生を誘導する必要

会の配布資料を見ながら，英語の TA 業務の基本事

があります。本研修会でその流れをつかみました。

項や注意点を確認しました。次に２つのグループに

授業では約 50 名の TA 等がグループ指導者とし

分かれて，TA 同士で自己紹介と TA 業務の内容や

て，各コマ 20 人程度の学生を担当し，TA 全員が

疑問点などを話してもらい，情報交換を行いまし

主体的に授業に関わる必要があります。全体研修

た。最後に CALL 教室・普通教室・全学教育教務課・

会後には，各講時で授業全体を統括する，タイプ S

全学スタッフ室等に足を運び，備品の場所や必要な

の TA との打ち合わせも行いました。本分科会は，

手続きを現場で確認しました。

（高見 敏子 )

全学 2600 人が履修する情報学を円滑に進めるため
の有意義な研修会となりました。なお，
本研修会は，
大学院共通科目「情報学教育特論」の講義も兼ねて
います。

（布施 泉）

初習外国語（中国語以外）
本分科会ではドイツ語・フランス語・ロシア語の
TA 担当者７名が集まりました。これらのみなさん
の仕事の内容は多種多様です。前期の各科目Ⅰ（必

英語 II オンライン授業

修）は CALL 授業ではないので，その対面授業を

当分科会では，TA に情報教育館３階 CALL 教室

アシストする学生と，演習の CALL クラスに参加

に集合してもらい，英語 II オンライン授業が行われ

する学生では，仕事の性質が大きく異なるため，事

る 3 つのタイプの教室の CALL システムの特徴の説

前に各言語の科目責任者に主旨を伝え，TA 予定者

明と，教材を提供するソフトウェア WebTube，及

に伝えるべきことを教えていただきました。また

び glexa の操作方法についての簡単な実習を行いま

TA としてはベテランの岡本健さん（メディア観光

した。また，英語 II の TA の心構えや業務内容など

学院博士課程）が参加してくれたのは幸いで，さま

写真１

午前の部の講演風景

写真２
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ざまな点について具体的に話を進めることができ，
また質疑応答も活発に行われて実りある分科会にな

心理学実験

りました。末筆ながら，さまざまなアドヴァイスを

分科会には修士課程 4 名，博士課程 1 名，計 5

いただいた長野督先生・宇佐見森吉先生・橋本聡先

名の大学院生が参加しました。TA の心構えとして，

生・遊川和郎先生にお礼を申し上げます。

教育を体験し実践する場であること，教員と同等の

（寺田 龍男）

責任があることなどを学びました。具体的な仕事と
して，実験準備，受講生へのアドバイス，データ整理，

中国語

レポートの評価について説明し，とくに個人情報の

中国語 TA は各部局から募集し，面接を行い採用

管理に注意するよう指導しました。最後に授業中の

しました。分科会にはこのうち 30 名が参加者しま

問題場面を想定し，どのように対処したらよいか討

した。午前中の全体研修の要点をまとめて確認する

論を行いました。大学院生から積極的な発言があり，

一方，中国語 TA としての心得るべきポイントを説

有意義な研修会でした。 （和田 博美・眞嶋 良全）

明しました。中国語 TA のほとんどが中国語の母語
話者であるため，中国語学習者にとって身近にいる

理系基礎科目

ネイティブとしての存在意義を十分に理解し，授業

講義分科会との合同の研修の後，理系基礎科目分

補助業務及び学生とのコミュニケーションに積極的

科会に分かれて研修を行ないました。はじめに，担

に取り組んで欲しい点を強調しました。

当者から，理系基礎科目で期待される TA の役割に

（西 茹）

ついて，これまでの事例も踏まえながら解説しまし

文系基礎科目

た。TA に対して，シラバスを良く読み，担当教員

分科会Ｊ（文系基礎科目）
は参加者が 6 名でした。

と授業の目標，TA の役割について良く相談するこ

ＴＡを経験したことがないばかりか，大学院から北

と，授業の一部を担うことを良く自覚して行動する

大に進学したものも多かったため，まずは，高等教

ことなど，注意点を述べたあと，これまでの TA の

育機能開発総合センター内を視察することから始め

例を紹介しながら，TA の具体的な役割と，その教

ました。コピー機や授業に必要となる文房具の取り

育効果について紹介しました。その後，各 TA の所

扱い，出勤簿の場所，教室の配置などを確認して回

属，簡単な研究紹介，担当科目と，各自が学生のと

りました。分科会場に戻って，各人の専門など自己

きに指導を受けた TA について，良かった点改善す

紹介してもらった後，「文系基礎科目」
（人文科学の

べき点について紹介し合い，TA の役割について理

基礎，社会科学の基礎）が北大の全学教育の中でど

解を深めるよう議論しました。

( 羽部 朝男 )

のような意義を持っているのか，また学問体系の中
でどのように位置づけられるのかについて，北村が
簡単なレクチャーを行いました。その中で，入学し

自然科学実験
TA 研修会・自然科学実験分科会は，13：30 〜

て初めて大学で触れる科目の一つであるから，学生

14：15 にＮ 302 室において，

には学問それ自体の楽しさを経験してもらいたいこ

（１）自然科学実験の概要

と，しかし必修科目でもあるから，学問の厳しさも

（２）自然科学実験 TA としての仕事

経験しなければならないこと，そのために，ＴＡは

（３）自然科学実験 TA の一般的な心構え

教員と学生との橋渡し役として，教員と綿密な打ち

（４）一般的な安全上の注意点

合わせをしておくとともに，厳密な出席や成績管理

以上４項目の共通の話題について講習を行いまし

はもちろんであるが，学生が気軽に質問や相談でき

た。実験の TA として，通常講義以上に積極的に受

る雰囲気作りにもつとめなければならないことなど

講生に関わって欲しいことを強調しました。引き続

を確認しました。その後は，参加者全員で TA 業務

き 14：15 から，物理，化学，生物，地学の各カテ

の疑問点や起こりうるトラブル の対処法などにつ

ゴリーの実験室に分かれ，各担当教員が具体的な実

いて，十分納得するまで話しあって，
散会しました。

習内容および注意事項に関する講習を行いました。

（北村 清彦）

( 永井 隆哉 )
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自分の興味や適性に合った進路を選べるという大き

でと異なる悩みを持つ学生も出てくるかもしれませ

なメリットがある一方で，多くの分野に関心が生じ

ん。これらの多くの悩み相談の窓口として，従来の

てかえって進路決定に迷いがでるかも知れません。

学生相談室を拡充し，また保健センター相談室も近

北大の各学部・学科での学問と研究を分野やキー

くに移転してきたことを機に相談体制を充実し，学

ワートごとに整理した各種のマップで，直感的に自

生の様々な悩みに対応する準備を整えています。

分の興味分野とそれを学べる可能性について知るこ

総合入試の導入とこれに伴う 1 年次の新しい教

とかできます。このような
「アカデミック・マップ」

育体制を確実に進めるために，今まで高等教育機能

は冊子とオンラインの両形式で公開されます。これ

開発総合センターと全学教育部で実施してきた全学

で入学前には思いもしなかった専門分野への移行を

教育実施体制を変更しました。各部局の協力を得

決める者も出てくるでしょう。

て，高等教育推進機構を設置し，その中に，全学教

３）学生相談室と保健センター相談室

育部，総合教育部，教育研究部，教育支援部の４部

学部別のいわば身内だけのクラスで生活していて

を置き，全学的協力のもと，一年生に総合教育を行

も，人間関係や修学にもとづく様々な問題を抱える

う体制を整え，本年 10 月１日から動き始めました。

学生は出ます。総合教育はクラスの中で様々な特徴

全学の教職員，学生の皆様のご理解とご協力をお願

を持つもの同士が切磋琢磨する方式ですから，今ま

いいたします。

高等教育推進機構として新たな出発
総合入試の導入にともない，高等教育機能開発総
合センターは 10 月 1 日より「高等教育推進機構」

各部門の先進的な活動は，今後も本誌で紹介され
ますのでご期待下さい。
なお，機構としての再編にあわせて本誌の名称

として新たな門出をしました。
本学学士課程の「教養科目」と「基礎科目」を合
わせた「全学教育科目」の企画・立案は「全学教育

も，センターニュースから「ニュースレター」に変
更しました。

（細川 敏幸）

部」が行います。
１年次学生の修学指導と学部移行の選考は「総合
教育部」が行います。
「高等教育研究部」は , 高等教育開発研究部門，
生涯学習計画研究部門，入学者選抜研究部門，科学
技術コミュニケーション教育研究部門の４部門から
構成され，本学の教育改革に資する実践的な研究と
教育を行います。
「教育支援部」には，アカデミック・サポートセ
ンターと自然科学実験支援室が置かれ，教育活動の

高等教育推進機構
Institute for the Advancement of Higher Education
全学教育部
General Education Division
総合教育部
First Year Education Division
高等教育研究部
Higher Education Research and Development Division
教育支援部
Educational Support Division

支援を行います。
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東北・北海道地区大学一般教育研究会
９月２日，３日に札幌大学で第 60 回東北・北海

からの興味が集まりました。
第 3 分科会では，理学研究院の小野寺教授が，

道地区大学一般教育研究会が開催されました。
初日は，午前中に総会，全体会が開かれました。

「大学間連携による自然科学実験の実施と科学リテ

全体会では，全体テーマ「学士力はどのように保証

ラシー育成の試み」として，自然科学実験施設・機

されるか」に基づき，札幌大学の宮腰昭男学長が，

材の他大学への開放による，大学間連携・協働の実

同大学における「学士力保証と共通教育」に関する

験教育について事例紹介を行いました。

さまざまな取り組み，工夫について紹介されました

次いで「北海道大学における初年次学生の主体的
学習を支援する活動」として，本学アカデミック・

（写真１）。
午後からは３つの分科会が行われました。第１分

サポート推進室による「学習スキルセミナー」と「学

科会は「学生の自律性を育む取組」
，第２分科会は
「他

習サポート」について，斉藤が報告しました。参加

者・異者と協力する力を育む取組」
，そして第３分

者からは具体的な運用・実施方法や参考事例に関す

科会は「学生のリテラシーを高める取組」
というテー

る質問などが寄せられました（写真２）。

マで，
各分科会に７件ずつの話題提供がありました。

２日目の全体会では，関東学園大学の瀧上豊教授

本学からは分科会に４つの話題提供を行いまし

が全体テーマに関わる取り組みとして，同大学が推

た。第 1 分科会では，「北海道大学における自律性

進するコンピテンシー教育について紹介されまし

育成プログラム」として，
「北大元気プロジェクト」

た。続いて行われた総会では，本研究会が近年の大

や「学生ボランティア活動相談室」,「ピアサポー

学教育総合化の動向を受け，その研究対象を一般教

ト室」といった本学のさまざまな学生支援活動につ

育から専門教育にまで広げているという実態にあわ

いて，工学研究院の近久教授が発表しました。

せ，研究会名を「東北・北海道地区大学等高等・共

次いで高機能センターの山田特任准教授が
「〜『選
択』から『主張』へ〜次世代型クリッカーへの取り

通教育研究会」と改称することなどを議決し，全日
程が終了しました。

組み」と題して，デジタルペンをクリッカーとして

次回第 61 回研究会はこの新しい名称で秋田大学

用いる新たな方法について発表しました。学生主体

にて，また２年後は酪農学園大学にて開催される予

の支援活動や次世代の技術・機器の利用に，参加者

定です。

写真１

基調講演の様子

（斉藤 準）

写真２

分科会の様子
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高等教育

HIGHER EDUCATION

新時代の学習サポートを探る
〜 IDE 大学セミナー開催される〜

8 月 19 日（ 木）〜 20 日（ 金）に，今年度の

した。数学グループは２年間かけて議論し，まず

IDE 大学協会北海道支部のセミナーが本学との共

数学基礎学力調査を実施しました。さらに統一教

催で，上記のテーマでホテル札幌ガーデンパレスに

科書を作成するとともに，学生の状況に応じて再

おいて開催されました。今回のセミナーでは，いか

履修クラスを設置しました。自習支援のためには

に学習サポートを整備し学生の学力向上を図るかに

webMathematica システムを導入し，自立学習を

ついて，国内の実践的活動の事例を学ぶとともに道

支援するために質問受付室を設置しています（写真

内の動向も紹介し，今後の各大学の活動の参考とな

２）。
二日目のシンポジウムでは，道内の大学の活動が

るよう企画しました。
一日目の特別講演では，手厚い学習サポートで知

報告されました。札幌学院大学からは学生支援室の

られる金沢工大の藤本先生が，学生の自学自習を

活動について，釧路工業高専からは学習障がい者へ

進めるために導入した，ネット上で操作できる KIT

の支援活動について話されました。千歳科学技術大

ポートフォリオシステムについて説明されました。

学では初年次の理数系教育の支援をどのように行っ

一週間の生活，科目ごとの学習記録，到達目標の達

ているかが報告されました。北大からは，昨年度に

成度の自己評価などをホームページ上に記録し評価

設置されたアカデミック・サポートとピア・サポー

するもので，修学活動の自己管理と自己評価からの

トによる学習支援について報告がありました（写真

気づきを促すことができます。また，学習支援のた

３）。

めの数理工教育研究センターが設置され，授業と学

なお，IDE 大学協会は学会組織をとった高等教

習支援を担当する教員（約 20 名），学習支援を専

育研究の組織で，どなたでも加入でき，セミナーに

門に担当する教員（約 10 名），数理教育の活動を

参加（無料）もできます。詳しくは以下のアドレス

支援する職員 ( ５名 ) を配置しています（写真１）
。

をご覧下さい。

次 の 特 別 講 演 で は， 大 阪 府 立 大 学 の 高 橋 先 生

（細川 敏幸）

IDE 大学協会（http://ide-web.net/）

が，初年次数学教育の学習支援について話されま
表１

プログラム

・特別講演（19 日）「金沢工業大学の学習支援システム」
金沢工業大学 教授

藤本 元啓

・特別講演（19 日）「正課に連動した組織的数学学習サポート」
大阪府立大学 教授

高橋 哲也

・シンポジウム（20 日）「北海道における学習サポート活動」
司会：北海道大学教授

細川 敏幸

札幌学院大学 副学長

石川 千温

「学習障がいの知見から」 釧路工業高等専門学校 准教授

松崎 俊明

「千歳科学技術大学の初年次教育」千歳科学技術大学 教授

山中 明生

「学習支援室の活動」

「アカデミック・サポートとピア・サポートによる学習支援」
北海道大学高等教育機能開発総合センター
北海道大学大学院国際広報メディア観光学院

日吉 大輔
岡本

健
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写真２

高橋教授の講演

写真３

シンポジウム

第 2 回「大学院生のための大学教員養成 (PFF) 講座：
ティーチングとライティングの基礎」を開催
10. 職務規定と教育倫理

本年３月に続いて７月 21 〜 27 日に第２回「大
学 院 生 の た め の 大 学 教 員 養 成 (Preparing Future

（ソラッコ：ライティング）

Faculty) 講座：ティーチングとライティングの基

3. アカデミック・ライティングの基礎

礎」が，カリフォルニア大学バークレー校・大学院

5. 学会発表申し込み

機構の二人の講師（大学院生講師 (GSI) 教育支援セ

6. 国際学会誌への論文投稿

ンター長リンダ・フォンヘーネ博士と大学院生研究

9. 論文要旨執筆方法

支援部長サブリナ・ソラッコ氏）を招いて開催され，

11. 論文の推敲・校閲

大学院生 30 人，テューター６人，見学者 17 人が

今回は，合計 300 ページ以上のハンドアウト，
その他の配布資料が格段に整備され，それらを授業

参加し，大好評のうちに終了しました。
前回と同じく国際企画課国際教育連携支援チー
ムと筑波大学教養教育機構の共催のほか，今回は水
産科学研究院が共催に加わり，函館キャンパスでも

の進行に合わせて Moodle サイト内に公開すること
により，学習環境が一段と改善されました。
事前アンケートでは，期待する内容は，1) ライ

テレビ中継を行い，大学院生 17 人が参加しました。

ティング，2) ティーチング，3) 英語コミュニケー

今回は，本ワークショップの成果に基づき，札幌

ションの順ですが，事後アンケートでは，役に立っ

会場では 22 人が大学院共通授業科目として，函館

た内容は，1) と 2) の順が逆転し，3) グループ討論

会場では 14 人が水産科学院の部局横断型特論とし

となっています。ティーチングに関する講義内容は，

て履修登録し単位認定を受けました。

ごく標準的な FD の内容ですが，大学院生がこれら

フォンヘーネ先生とソラッコ先生のワーク
ショップの内容は基本的に前回と同じです。
（フォンヘーネ：ティーチング）

について体系的な教育を受ける機会はほとんどない
ようです。ライティングに関する講義内容は，さま
ざまな状況での執筆作業についてきわめて実践的な

2. ティーチングの基礎

指導で好評でしたが，１週間のワークショップで特

4. 授業のシラバスと学習目標の設計

効薬のような成果が得られるはずもなく，根気づよ

7. 評価基準の作成と活用

く地道な努力が必要なことがわかったようです。

8. 大人数授業の運営方法

受講生が共通して挙げる良い点は，講義にクラス
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全体あるいは少人数グループによる討論を組み合わ

容を日本語で開講する必要もあるでしょう。

せた双方向的な授業運営と，１週間の入念な準備に

専門分野別のよりきめ細かな指導を求める声も

よる最後の２回のプレゼンテーションです。二人の

ありますが，全学企画では，分野や国籍・文化の違

講師の討論指導の手腕も高く評価されました。

いを越えたコミュニケーションをより重視していま

授業で要求される作業量はたいへんハードで，毎

す。工学，水産科学，獣医学などの分野では，受講

日寝る間もなかった，土日も休めなかったという声

希望者が特に多いので，それぞれの専門分野に即し

が多くある一方，時間が足りない，もっと長い時間

たよりきめ細かな企画が期待されます。
留学生からは，たいへん有益な内容なので，帰国

が必要という声もありました。
平均の出席率は 95％を超え，みな熱心に取り組

してから母国の大学に導入を働きかけたいという声
もありました。

んだ結果，成績評価は「秀」90％でした。
受講生の構成は前回とほぼ同じで，
3 分の 1(11 人 )

第 12 講として，人材育成本部の出村誠教授と工

が日本人，３分の２が留学生です。日本人受講生の

学系外国人留学生教育相談室のウィラワン講師によ

増加を望む声もありますが，参加希望者約 70 人か

るシンポジウム「国際的キャリア養成の道すじ（ロー

ら受講生 30 人を選ぶ際に，研究科・専門分野別で

ドマップ）」，およびカリフォルニア州・ソノマ州立

不均衡がないよう調整はしますが，国籍・性別によ

大学のアヤラ准教授の特別講演「学びにおけるユニ

る調整はしていません。

バーサルデザインの高等教育への適用」も行いまし

受講生には TOEFL500 点以上を推奨しています
が，事前の能力検定は行わないので，最初の 1 日

た。後者は今後日本でも FD の重要なテーマになる
話題で，高い関心が寄せられました（写真１）。

で英語がついていけないと参加辞退の申し出が複数

2 回のワークショップの経験から，この企画には

ありました。二人の講師の意見では，受講生の英語

本学の大学院生の熱い期待が寄せられていると感じ

の能力はまったく問題がない，日本人学生は最初や

ます。また，講師のお二人もワークショップの継続

や消極的で苦労しているが，最後のプレゼンテー

に意欲的なので，昨年 7 月の筑波大学と，本学に

ションでは立派な発表ができたそうです。

おける本年 2 回のワークショップの経験を総括し

「アカデミックな英語」についてよりきめ細かな
指導を望む声もありますが，それには別の企画が必

た上で，来年夏にもう 1 回，本ワークショップの
開催を検討しています。

要です。一方，ティーチングとライティングの基礎
をより広範な大学院生に普及するためには，この内

（文学研究科・准教授

瀬名波 栄潤，

名誉教授

安藤 厚）

写真１ 第 12 講（シンポジウムと特別講演）
前列左から，瀬名波，ウィラワン，出村，脇田，ソラッコ，フォンヘーネ，アヤラ先生
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カリフォルニア大学バークレー校での GSI 研修参加報告
2010 年 8 月 19，20 日 に カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学

た。ここでは少ない教員数で必要な授業を維持する

バークレー校（UCB）で開催された GSI（Graduate

ためにオンライン授業の導入を進めていました。こ

Student Instructor（大学院生講師）
：詳細はセンター

の先進的な取り組みの評価はこれからという印象を

ニュース 82 号を参照）研修会に参加しました。こ

持ちました。

の研修会では新学期から新たに GSI になる大学院

両大学ともそれぞれ Center for Teaching and

生を対象として，2 日間にわたって授業の進行方法

Learning，Center for Teaching and Faculty

などを学びます。日本とは異なり涼しい夏で，肌寒

Development という専門部署で専任スタッフが組

く感じることもありましたが，どこまでも青い空が

織的に活動しています。他国からの FD 研修を受け

印象的で，大学周辺は新入生を迎えるシーズンにあ

入れたり，スタッフを他国へ派遣したりすることも

たりピンと張りつめた空気が漂っていました。

積極的に行われています。アメリカの大学での教育
改善活動が成果を挙げ，世界各国から注目されてい

各大学での学習サポート活動

る様子が理解できました。

バークレー校の GSI 研修会参加に先立ち，周辺
大学で取り組まれているアカデミック・サポート活
動等に関するインタビューも行いました。

バークレー校 GSI 研修会
2 日間の日程で，1 日目は留学生の新人 GSI を対

最初に訪問したスタンフォード大学では，戦後か

象とした研修会に 120 名，2 日目は全新人 GSI 対

ら TA（ティーチングアシスタント）を学部教育に

象の研修会に 700 名が参加しました。大講堂での

使うようになったそうです。特に近年は大学院生の

全体会では教員の講演や現役 GSI のパネルディス

就職に教育経験が重視される傾向があるため，RA

カッションがありました。テーマ別セッションでは

（リサーチアシスタント）よりも TA を選択する学

多くのテーマの中から各自興味のあるものを選び，

生が多いそうです。また，アカデミック・サポート

小教室でレクチャーを受けていました。

には 20 年前から取り組んでいます。大部分の学生

1 日目は留学生対象で，英語に関するテーマが設

は寮で生活しており，大学院生チューターも寮で指

定されていました。我々もそれぞれ「発音」や「教

導を行います。学生の国際体験も積極的に推進して

室で使う英語」のレクチャーを受けました。英語の

いて，40% 以上の学生が海外で学ぶ機会を得てい

レクチャーはベテランの教員が担当していました。

るというお話でした。

1 時間ほどのレクチャーでしたが，母音やアクセン

続いてサンフランシスコ州立大学を訪問しまし

写真 1

トなどに関して普段から意識するべき点，バークレ

研修会が開催された昼食時（参加者にはサンドイッチが配られた）の Wheeler Hall

14
̆̆

ニュースレター

No.84

October 2010 ( 北海道大学高等教育推進機構 )

ー校独特の言い回しなどを的確に示し，英語能力が

学院生であることを考えると，そのレクチャーの進

比較的高いと思われる留学生たちにとっても意義の

行能力の高さには非常に感心しました。これは GSI

ある内容のようです。続いて実際の授業の進行を練

制度が学生の教育能力の向上にも有効に機能してい

習しました。教室の空間全体を有効に使うようにと

る現れであると感じました。

アドバイスがあり，事実ほかのレクチャーでも講師

UCB で も GSI Teaching and Resource Center

の現役 GSI は教室全体を動き回り，全学生に気を

という専門部署の専任スタッフが GSI 支援活動を

配っているのが印象的でした。

支えています。全体で 700 名もの GSI がたびたび

2 日目は大講堂での講演の後，それぞれの GSI

教室を移動しながらの研修会でしたが，混乱もなく，

が担当する授業分野別に午前，午後を通じて約 4

非常によく準備されているという印象でした。また，

時間のレクチャーが開講されました
（写真１）
。我々

オンラインで多くの資料を提供していて，準備され

もそれぞれの専門分野を選択し参加しました。各レ

ているワークシートを指示通りに埋めていくことに

クチャーでは講師が課題を与え，それについてグル

よって授業の準備ができるような工夫もされていま

ープで討論し，結果を代表者が発表するというグル

した。ホームページ（http://gsi.berkeley.edu/）が

ープワークを中心に進行していきました。講師は学

公開されていますので，参考になります。

生の発言を促しますが，
それを整理するにとどまり，

丸 2 日間にわたる濃密な内容でしたが，テンポ

新たな方策や模範解答を示さないというレクチャー

よく進行する研修会で充実した時間を過ごしまし

の進め方も特徴的でした。続くテーマ別セッション

た。アメリカの学生，留学生と日本の学生との気質

では「大学院生に対する授業」
「課題解法を教える

の違いも随所で感じられましたが，見習うべき要素

テクニック」
「授業中によくある間違いとそれを避

は非常にたくさんありました。この経験を今後，本

けるためには」等 20 以上のテーマを取り上げてい

学で進めている TA 研修会などに活かせればと考え

ました。講師の大部分は現役の GSI で，彼らが大

ました。

（宮本 淳，前田 展希）

研究大学におけるカリキュラム改革はどこへ向かうべきか
̶高等教育特別講演会̶
7 月 16 日（金）に情報教育館 4F 多目的講義室（1）

えるのではなく，知識を得るプロセスを教えなけれ

で，研究部特任准教授 Hye-Jung Lee（ソウル大学

ばなりません。学問を融合させてチームで教えるこ

准教授）先生による，表記講演会が開催されました。

とで思考の多様化を図ることも必要です。これらの

以下はその要約です。

実施に当たっては，学生同士の議論を尊ぶユダヤ人

いかなる国のいかなる大学においても，経常的な

の教育が参考になるかもしれません。

カリキュラムの検討とその改革は必須の条件になり

ソウル大学の成績優秀な学生を対象に調査をした

つつあります。研究大学においては，研究と教育の

ところ興味深い結果が得られました。意外にも，彼

バランスが大切ですが，卒業生の就職とカリキュラ

らは自分自身を創造的であるとは考えていないので

ムの関係を度外視するわけにはいきません。現在，

す。創造的な集団は他に存在し，成績はほどほどだ

韓国の主要大学は，日本を超えてカリキュラム改革

が創造性に富んでいることを彼らは認識しているの

の体制を整えつつあります。

です。自分たちは，絶えざる努力の結果成績が優秀

ソウル国立大学では，教育目標を職業上のニーズ
に合わせるだけではなく，新たな職業を創造できる

であると考えています。この創造的な集団を引き出
し，より良い教育を与える方法が必要です。

ような能力としています。そのため，単に知識を教

（細川 敏幸）
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LIFELONG LEARNING

生涯学習計画フォーラム開催される
今年度第１回目の生涯学習計画フォーラムを９月

（SD）をテーマとして私たちと共同で研究に当たっ

１日，開催しました。当研究部門の客員准教授であ

ていただいています。今回のフォーラムでは，同准

る中島英博 名城大学大学院大学・学校づくり研究

教授が今夏，本学を含む道内の複数の大学の課長を

科准教授が「大学職員の能力開発における課長職の

対象に実施したインタビュー調査に基づいて，大学

役割」と題して報告しました。

職員の能力開発における上司の役割に焦点を当てて

生涯学習計画研究部門では現在，教育学研究院や

報告を頂きました。

総務部人事課，学務部教務課などと協力して「北海

フォーラムには，本学事務局の課長をはじめ教職

道地区大学 SD 研修『大学職員セミナー』」に取り

員や，他大学職員が参加し，報告の後，職場での部

組んでいます。このプログラムの一層の充実に資す

下の指導法や研修プログラムのあり方などについ

るべく，中島客員准教授には，大学職員の能力開発

て，活発な質疑・討論が行われました。（三上 直之）

「博物館ボランティアの集い」参加者を募集
博物館や美術館で活動するボランティアの実践を

分科会，シンポジウムを行います。奈良女子大理事・

交流し，これからの活動の発展方向について学び合

事務局長の馬場祐次朗氏（前文部科学省生涯学習政

う「博物館ボランティアの集い」
を，
10 月 25 日
（月），

策局社会教育官）が「住民の主体形成に関わる社会

26 日（火）に財団法人北海道開拓の村と当研究部

教育施設の使命」と題して講演。分科会では市立函

門の共催で開きます。

館博物館・釧路市こども遊学館・北海道開拓の村の

今年のテーマは「住民の主体形成を支援する施設

事例報告と討論を行います。2 日目の 26 日は，北

の学習環境と職員の力量形成」です。近年，自治体

海道開拓の村の施設見学会です。ボランティアによ

財政の悪化や指定管理者制度の導入などの変化の

る村内ガイドツアーに実際に参加し，野外博物館に

中，地域学習の拠点として博物館の地域における存

おけるボランティアの取り組みを見学します。

在意義を確立しようとする取り組みが各地で行われ

参加費（資料代実費）は 1000 円（当日受付時

ています。今回の集いでは，博物館における学習支

に支払い）
。25 日夕の情報交流会（懇親会）は別

援のボランティア活動について講演や事例報告から

途 3000 円が必要です。参加申込や問合せは，北

学び，博物館を活用した地域住民の学びの方法や，

海道開拓の村事業課（TEL 011-898-2692，E-mail

コーディネーターとなる施設職員のあり方を探りま

info@kaitaku.or.jp）へ。

す。
1 日目の 25 日は北海道大学情報教育館で講演と
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を担当し，受講生とともに大学と科学館，市民を結

域を扱うことが増え，いつも自己紹介に悩んでいま

ぶためのメディア開発と制作に取り組んでいます。

した。いつの頃からか「かく仕事」（執筆や編集）

好きなものは科学館と落語ですが，古今亭志ん朝の

と「つくる仕事」（企画やディレクション）と「お

ライブを一度も聴いていないことを日々悔やんでい

しえる仕事」（講義やワークショップ）の 3 本柱で

ます。

活動しています，と説明して何となく納得してもら
えるようになりました。得意分野は「インターフェ
客員准教授

渡辺 保史

CoSTEP で は 客 員 准 教 授 と

イス」全般。といっても情報工学ではありません。
異分野の知見をつなぐメディアをつくることに，楽

して情報デザイン分野の授業

しさと生きがいを感じています。CoSTEP に加え，

に関わっています。長らくフ

環境科学院 GCOE プログラムのコーディネーター

リーランスで仕事をしていて，

を兼務しています。大学と社会の新たなインター

「ジャーナリスト」という肩書
きでは説明しにくい中身や領

教育支援

フェイスをデザインしたいと，日々試行錯誤してい
るところです。

EDUCATIONAL SUPPORT

平成 22 年度第 1 学期学習サポートの利用状況

アカデミック・サポート推進室 (10 月よりアカデ

りますが，平均 40% 弱でした。科目別では，数学

ミック・サポートセンターに改称 ) では，全学教育

や物理の質問が比較的多く，主に理系の学生に活用

科目を受講する学生を対象とした主体的学習支援の

されています。

一環として，「学習サポート」を行っています。こ

利 用 者 へ の ア ン ケ ー ト で は， 利 用 し た 理 由 は

れは学生からの学習に関する質問に，推進室スタッ

「チューターが大学院生であり相談しやすい」
「場

フと科目ごとの大学院生チューター (TA) が，個別

所や時間が都合よい」がおよそ 7 割あり，満足度

対応でアドバイスを与えるものです（写真１）。今

も高く好評です。今後さらに利用が増えれば，
オフィ

年度第１学期は，数学，物理などの基礎科目と，英

スアワーなどをうまく補完して機能すると期待でき

語，中国語などの外国語科目，また文章添削や情報

ます。

学といった基礎的スキルの担当時間を設け，４月

学習サポートは第２学期も継続して行います。今
後この制度を学生にとってより有益なものとするた

19 日から８月 13 日まで実施しました。
期間中の利用状況は表 1 の通りです。平均して

めに，実施内容や方法は随時改善していきたいと考

１日に４人弱，120 分程度の利用がありました。利

えていますので，ご意見，ご質問などがありました

用者の９割弱は 1 年生で，その半数以上は複数回

ら，アカデミック・サポートセンタ―までお知らせ

の利用者でした。開室時間に対する実際の利用時間

いただければ幸いです。

（斉藤 準，日吉 大輔）

の比 ( 稼働率 ) は，科目や週によっても大きく異な

21
̆̆

ニュースレター

No.84

October 2010 ( 北海道大学高等教育推進機構 )

表１

写真１

利用状況（平成 22 年度第 1 学期）
全体

1 日平均

開室日数

78

̶

開室時間

405 時間

5.2 時間

利用件数

233

3.0

利用人数

280( 内 1 年次 240)

3.6

チューター室 (N106, N107)

北海道大学オープンコースウェアの新規公開科目（2010 年 6 〜 8 月）
北海道大学オープンコースウェアでは，本学が開

フェ実行委員会主催による「人文学カフェ 村上春

講している講義およびその資料をはじめ，公開講座

樹「1Q84」を読む」（講演者：中村三春・文学研

等の映像など，大学や教員が取り組んでいる各種教

究科教授）の人気が高かったためです。2006 年の

育活動の情報をインターネット上で無償公開してい

Web サイト公開以来の累計では，約 522 万ページ

ます。2010 年 6 〜 8 月には公開講座等 21 コース
（表

ビュー，約 119 万ビジット，約 18TB のデータ転

１）を新たに公開しました。

送量を記録しています。

この間のアクセス状況は，月間の平均で約 26 万

今後も引き続き，大学で培ってきた知識を社会に

ページビュー，約 4.4 万ビジット，約 3.5TB のデー

還元するとともに，教育資源アーカイブとして学内

タ転送量となりました。6 〜 7 月は特にアクセス

の教員，学生が利用できるように，教育活動に関す

数が急激に増加しました。これは，5 月に映像を公

る情報や映像を収集・公開していきます。
（合川 正幸）

開した，北海道大学大学院文学研究科・人文学カ
表１

新規公開科目一覧（2010 年 6 〜 8 月）

බ㛤ㅮᗙ㸭ࢭ࣑ࢼ࣮㸦 ࢥ࣮ࢫ㸧
北海道大学公開講座 ポスト政権交代の政治学
吉田 徹
北海道大学公開講座 環境変化と越境的取り組み 白岩 孝行
北海道大学公開講座 ネットワーク時代の光と影
：守れるかセキュリティ
工藤 峰一
オープンキャンパス 総合入試特別プログラム
喜多村 昇ほか
北海道大学教育 GP 博物館と自然環境
佐藤 利幸（信州大学）
北海道大学教育 GP 知られざる北海道写真の展覧会をつくる
谷古宇 尚
北海道大学教育 GP 北大の教育改革の 15 年
安藤 厚
北海道大学教育 GP 次世代 FD・TA が支える大学教育の新
たな展開
細川 敏幸
北海道大学教育 GP 地域教育の行方
印南 比呂志（滋賀県立大学）
土曜市民セミナー 民主党政権の温暖化対策
石井 寛
土曜市民セミナー ベーリング海峡を渡った恐竜 石田 祐也
土曜市民セミナー 北海道の博物館の未来
松枝 大治ほか

ひらめき☆ときめきサイエンス 北海道の魚たちの由来をた
どる
宗原 弘幸ほか
ひらめき☆ときめきサイエンス 北大農場でベリーの品種改良
星野 洋一郎ほか
に挑戦しよう！
サイエンス・カフェ札幌 北海道の地域産業を元気にしたい！
須田 孝徳
ノ ー ベ ル 賞 講 演 会 The Ribosome: The cell's protein
factory and how antibiotics block it
Venki Ramakrishnan（英国 MRC 研究所）
計算科学連続セミナー 次世代計算核物理を目指して
青山 茂義（新潟大学）
学術コンテンツの共有 オープン映像コンテンツ共有環境の
構築と実践
仲西 正（NTT）
セミナー / 講演会 農業再生
柳村 俊介ほか
セミナー / 講演会 北海道大学教育ワークショップ
脇田 稔ほか
セミナー / 講演会 のりさんと科学を語ろう !!
佐藤 のりゆきほか
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す。本学でも同様な仕組みの創設が期待されます。

うな仕組みを開発しつつあります。
（http://www.
irnw.jp/report2009.html 参照）

評価活動（IR）の未来
いかなる活動も反省なしでは発展しません。教育

おわりに

に関しても同じです。教育成果をモニターする活動

現行の教育改革ならびに研修の最終的な目的は，

が必須ですが，現在のところ多くの大学では外部評

変化の早い社会に対応できる大学，大学人を養成す

価に対応して資料を揃えることで精一杯です。米国

る点にあります。換言すれば，これからのすべての

で IR（Institutional Research）と呼ばれる評価活

大学教員は教育・研究だけではなく，継続的に大学

動を整備していく必要があります。IR の重要なポ

改革を実施できるマネージメント能力をも要求され

イントの一つは，学内だけではなく学外のデータも

ることになります。しかも，予算や人員が現状か，

活用して，自学の教育活動を広い視野から評価する

それ以下になる環境で実施して行かなくてはなりま

ことです。そのためには，共通の評価項目を多数の

せん。優秀な人材が必要です。卓越した管理能力を

大学の調査に適用する仕組みが必要です。本研究部

持った人材が，我々の FD ならびに IR を通じて輩

門では，同志社大学他３大学で共同して，そのよ

出されることを期待したいと思います。

北海道地区 FD・SD 推進協議会総会開催される
10 月 20 日（水）学術交流会館において，北海
道地区 FD・SD 推進協議会総会が表１のプログラ

進に係る情報の交換・共有やプログラムの共同開発
を目指しています。

ムで開催されました。本協議会は，道内 53 の大学・
高等専門学校が参加して昨年結成され，北海道地区

特別講演

の国公私立大学等の FD（教員研修）
，SD（職員研修）

神田健策氏から弘前大学の教育改革の取り組みが

及び TAD（ティーチングアシスタント研修）の推

紹介されました。最近の高等教育に求められている

表1

平成 22 年度北海道地区 FD・SD 推進協議会総会プログラム

( 第１部）（10 時 00 分〜 12 時 00 分）
１ 開会挨拶（北海道地区 FD・SD 推進協議会代表幹事校 北海道大学理事・副学長
２ 特別講演
「弘前大学における教育改革の取組と課題」
神田健策（弘前大学教育・学生担当理事兼副学長）
休憩（10 分）
３ 議事
①平成 22 年度活動報告について
②平成 23 年度活動計画について
③ FD 等の実施状況に関するアンケートの結果について

脇田

稔）

（第２部）
（13 時 00 分〜 16 時 00 分）
テーマセッション（FD に関する諸問題についてテーマ別にグループに分かれて討議）
・テーマ 1「授業参観について」司会：細川敏幸（北海道大）
・テーマ 2「小規模校の FD について」司会：松橋博美（北海道教育大）
・テーマ 3「FD への学生参画について」司会：梶浦桂司（札幌大）
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のは，何を教えるかではなく，学生が何ができるよ

うなアイデアが生まれてくることを期待しました。

うになるかです。しかし，これまでの大学教育は個々

テーマ１：授業参観について

の教員の熱意のみにまかされていました。
弘前大学の学生による授業評価アンケートから

旭川工業高等専門学校，帯広畜産大学，北見工業

は，学生があまり予習・復習をしないばかりか，教

大学，道都大学，北翔大学，北海道医療大学，北海

員もあまり宿題を出していない実体が浮かび上がっ

道工業大学，室蘭工業大学，北海道教育大学の９校

てきました。一方教員へのアンケートでは，およそ

から 11 名の参加がありました。

４割の教員が学生による授業評価は適切であると見

北大は，今年度から流通科学大学作成のオンライ

ており，７割は評価が悪い場合に授業改善の努力を

ンの授業参観支援システムを導入しましたが，宣伝

しています。弘前大学ではさらに授業改善に役立て

不足もあり，まだ参観者は広がっていません。室蘭

るべく，2009 年からティーチング・ポートフォリ

工大では積極的に行われており，１学科２つの講

オの記述を全教員に求めることにしました。北米で

義におよそ半数の教員が参加しています。ベスト

導入されているポートフォリオの簡略版ですが，授

ティーチャーの授業の参観が慣例となっており，講

業に臨む姿勢，教育活動の自己評価，授業改善のた

義をされる先生は名誉と感じておられるそうです。

めの研修活動，担当授業科目の概要と達成目標，目

旭川高専では新人教員は５時間以上の授業参観が義

標の達成度，学生からの要望に対する対応などを記

務づけられています。道都大では経済学部から授業

述する欄があります。これらの公開により，授業改

参観を始めました。北見工大では，5 年前から全科

善が促進されることが期待されます。

目を対象に教員相互の授業参観を実施し，どの授業
にも最低でも数名の教員が参加しています。北海道

テーマ別セッション

工業大では，高校生を対象とした授業参観が頻繁に

通常の講演では，その研修が成功した大学の事例

あり，この参観制度が授業改善を促しています。

を学ぶことはできますが，大学によって事情や制度

一方，北大のように始めたばかり，あるいはこれ

が大きく異なるため，すぐに自校へ適用できるわけ

から始めようとしている大学もあり，熱心さは大学

ではありません。そこで，新しい試みとしてテーマ

によって大きく異なるようです。成功している大学

を設定して，それぞれの大学の事情を勘案しながら

は，教員に対する評価のためではなく，授業改善を

研修の具体的な実施方法や成果を紹介していただ

主たる目的としていることが特徴です。概して，目

き，その長所や短所，改善方法などを参加者全員で

的を明確にして授業改善への効果が現れるような活

考えました。その過程で，自校の研修に採用できそ

用が期待されています。

写真 1

神田健策氏の講演

写真２
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このグループでは，授業参観のみならず，それに

その時間帯には他の授業を入れないようにしてい

関連する多くの改革事例ならびに諸外国の進展の様

る，入学前教育も行っているといった話題が出まし

子が紹介され大変有益な会合になりました。

た。このように話題は FD から大学の教育活動一般
に広がることもありました。

テーマ２：小規模校の FD について
旭川医科大学，札幌医科大学，北海道医療大学，

テーマ３：FD への学生参画について

北海道薬科大学，北海道教育大学，札幌市立大学，

札幌大学，函館未来大学，札幌学院大学，北翔大

道都大学，札幌大谷大学，北星学園大学，北海商科

学，北海道工業大学，北海道大学の６校から８名の

大学，北海道武蔵女子短期大学，北海道大学の 12

参加がありました。

校から 13 名の参加がありました。

学生の FD 参画を行っている大学は非常に少な

まず参加者の自己紹介，そのあと各大学の実施例
を順次紹介し質疑応答という手順で進めました。

く，テーマに興味があり情報収集のために参加した
大学もいくつかありました。実際に実践している事

医系大学からは共通して，PBL（Problem-Based

例では，教員と学生が話し合う場を設けるだけでも

Learning）のチューター養成のための FD が紹介さ

大きな収穫があることが示唆されました。学生は

れました。「本学の国家試験対策」など各大学とも

もっと教員と交流を持ちたいと思っており，気軽に

個別の切実な問題を取り上げて講演会を行ったり，

話し合える場を設けさえすれば，双方に有益な情報

「看護学実習における学生指導の方略」のような

交換がなされるようです。

テーマでワークショップを行っています。旭川では

しかし，学生参画の FD は非常に小規模な場合が

コンソーシアムによる FD もあり，
「学生実習での

多く，全体の FD にどのように還元してゆくかが課

フィードバックを効率的に行うスキル」のような

題となっているようです。

テーマでの講演会や「PDCA サイクルを意識した

また，形式的な FD 研修会とは別に，学内の環境

授業の組み立て方」などのテーマでワークショップ

が大学の雰囲気作りには重要であるということに注

が行われています。悩みは，FD をやっても実行さ

目が集まりました。くつろげる場があると学生と教

れない，学生に還元されない，組織全体の行動につ

員が自然な形で交流できること，顕著な例では，教

なげる必要があるということです。

室に仕切りがない環境で，かつ教員がチームを組ん

北海道教育大からは，平成 21 年度から 3 年計画

で授業を行うと，教員相互の授業参観が自然な形で

で実施中の「学士力プロジェクト」について報告が

行われることなど，大変面白い事例を共有すること

ありました。「カリキュラム開発チーム」
を編成し，

ができました。

カリキュラム分析を行い，大学としてのポリシーの
明示と教員，専攻での討論を展開し，中核となる授

テーマ別セッションは日本では新しい試みです

業科目設定をはかり，組織的活動を展開することで

が，海外では広く行われています。米国では POD

「カリキュラム開発のためのプロセス」を確立し，

(Professional & Organizational Development

カリキュラム開発作業を全教員による恒常的な活動

Network： FD 学会）
が同様のセッション形式を取っ

へ高めることを目指しています。

ています。米国でも教育制度には最良のものはな

私立大学の例では，「e- ラーニング」などのテー

く，各大学の置かれた環境に応じて改良を重ねてい

マを決めて研修会をやっている，1992 年から毎年

くしかありません。その中で役立つのは，このよう

全教科の授業アンケートという膨大な調査を行った

に互いの経験を共有し，採用できるアイデアを持ち

が，結果をいかに活用するかが課題で，いい評価を

帰って自校の改善に役立てることです。今回実施し

もらった先生の評価が次第に下降するという現象も

てみて，効果があることがわかりましたので，次年

起きている，キャリア教育を行う時間帯を設定し，

度以降も継続したいと考えています。 （細川 敏幸）
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院生講師 ( ティーチングフェロー ) 制度の導入に向けて
〜 TA 制度の拡充による大学教育の実質化〜
理学研究院 教授，教育改革室 役員補佐 小野寺 彰
大学教員は分かりやすい授業をするのは当たり

ずる院生講師 (TF) として

前，そのうえ最近は予習・復習を促す取り組みや宿

扱い，将来アカデミック

題・小テストの採点，さらにその結果の授業への

な組織のスタッフとなる

フィードバックも求められます。一方で，厳しい研

ための重要なキャリアパ

究競争にさらされ，国内外での学会活動は当然とさ

スと認識されています。

れ，研究資金獲得のための事務作業も増大していま

たとえばバークリー校で

す。大学院生が増え大学院教育も大衆化し，その教

は，TA(GSI) は 表 1 の 4

育や修学指導に頭を悩ませ，依頼があれば高校への

タイプ ( 段階 ) に分かれて

出前授業もこなさなければなりません。教育によっ

います 7)。

て学生・大学院生の質が高まれば，それが反映して
研究も向上します。しかし現実にはこのようなスー
パーマンのような教員は多くありません。

本学のティーチングフェロー制度
本学の現行制度は「タイプ a」に相当しますが，

では，研究の活性化を図りつつ，教育を充実させ

現在教育改革室では，修士課程までに TA 経験を積

る有効な方策はないのでしょうか。そのほぼ唯一の

んだ成績優秀な博士後期課程の大学院生に限定し

答えは，大学のもつリソースの有効活用，大学院生

て，より高度な「タイプ c」を導入する提案を検討

に授業の一部を分担させる院生講師 (TF：ティーチ

しています。現実に近辺の大学で非常勤講師として

ングフェロー ) 制度

1)

教育に従事している大学院生も多いので，TA 制度

の導入です。

を段階的に拡大し，一定の研修・教育を受けた博士

UC バークリー校の GSI 制度

課程の大学院生に対し，教員の指導のもと，演習・

これまで本学では TA 制度を導入し，学士課程教
2)

実験・体育実技等で授業担当を認めるものです。こ

育の充実を図ってきました 。TA 制度は，大学院

のような段階を踏んで組織的に TA 制度を強化・拡

生が教育の補助として大学教育に参加するととも

充することで，大学教員として職につくまでの教育

に，今後の学士課程教育の充実を図る上で重要な

トレーニングにもなります。

役割を果たす制度です。TA 制度は米国で発展した
3)

それなら，いっそのこと大学院生を非常勤講師に

のですが ，日本の現行制度とはかなり違っていま

採用すれば良いのでは，という意見もありますが，

す。高等教育推進機構の研究部門では，この 5 年ほ

そうではなく，大学院の教育課程の一環として TF

どカリフォルニア大学バークリー校 (UCB) を中心

を位置付けることに意義があります。ヨーロッパで

4) 〜 6)

。米国

は，ボローニャ宣言，エラスムス・ムンドス計画な

の TA は，その役割レベルに応じて，単なる教育補

ど学生主体の教育を指向しています。カリフォルニ

助員としての位置付けだけでなく，授業担当者に準

ア大学と並ぶトップ研究大学であるスタンフォード

に TA 制度の在り方を研究してきました

表1

バークリー校の TA(GSI) の役割 4 タイプ

タイプ a

TA 初心者。学部での教育経験を必要としない。主に討論クラスと実験を担当。

タイプ b

経験をつんだ TA。討論クラスと実験を担当。

タイプ c
タイプ d

カリキュラム ( 教育課程，教育内容 ) が決められている授業科目の一つの講師となる TA。ただし指定
読書文献の選択，教材の使い方，採点のみが任される。
カリキュラム，テキスト，採点に独立的な責任をまかされる。授業担当講師として職歴となる。
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大学でも，近年は大学院生が近隣の大学の教員にな

①その趣旨は「優秀な大学院学生に対し，教育

ることを重視して TA への教育を拡充し，大学院生

的配慮の下に教育補助的業務を行わせ，学部教

も RA よりも TA を好むそうです。本学でもこの制

育におけるきめ細かい指導の実現や大学院学生

度を出発点に大学院生をファカルティ・メンバー予

が将来教員・研究者になるためのトレーニング

備軍として認知し，そのための研修・教育を強化す

の機会の提供を図るとともに，これに対する手

ることにより，学生目線に立って，学士課程および

当支給により，大学院学生の処遇の改善の一助

大学院課程教育の充実を図ることができます。

とする」( 文部科学省平成 12 年度概算要求主要
施策の説明報道資料 ) とある。

一方で，TA 制度には大学院生に対する経済的支
8)

援という側面もあります 。バークリー校で最上級

②また，中央教育審議会答申「学士課程教育の

の「タイプ d」の TA は，週 2 コマの授業 ( 授業の

構築に向けて」(2008) では，TA の役割の一層の

準備，後のケア，採点，指導教員との打合せなどを

拡大，TA 等の教育支援人材の大幅な増加に向け

含めて週 20 時間程度の勤務 ) を担当すると月 2 千

た支援を掲げ，各大学に対し環境整備を促して

ドル ( 約 17 万円 ) ほど，授業料免除，健康保険な

いる。

どと合わせて，十分生活できるレベルの収入になり

③中央教育審議会答申「新時代の大学院教育―

ます。本学ではそこまでは無理としても，およそ授

国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて」

業料を賄える程度の給与を想定しています。

(2005) では，「研究者等の養成の場合と同様の要

本学でも学士課程教育の充実と大学院生の育成を

素に加え，これまで脆弱であった教育を担うも

考えて，この様な制度を導入すべき時期に来ている

のとしての自覚や意識の涵養と学生に対する教

といえます。特に非常勤講師への依存が小さくない

育方法等の在り方を学ぶ教育を提供することが

9)

初年次教育では ，非常勤講師の一部を TF に代え

求められる。このため，たとえば，ティーチング・

ることにより，効率的な大学運営と，大学院生への

アシスタント (TA) 等の活動を通じて，授業の実

経済支援の強化，教員の負担軽減が期待できます。

施方法や教材などの作成に関する教育などを実
施することが考えられる」と提言されている。

21 世紀の大学の教育と研究の充実は，いかに TA
を教育に活用するかにかかっています。北海道大学

④さらに，「将来の産業社会の基盤を支える科

は TA 制度，TA 研修で先駆的な取り組みを進めて

学技術大学院生のための教育改革−大学院教育

きましたが，TF 制度の導入によって，①授業を定

の「見える化」による改革の推進」( 総合科学技

型化し TF と分担することにより，教員がより創造

術会議基本政策専門調査会，2010) では，「TA

的な面に資源を投入でき，学士課程教育が充実す

の充実：将来，プロジェクトリーダーとして活

る，②大学院生が研究者として就職するまでの教育

躍できるための総合的能力は，産業界において

面でのトレーニングやキャリアパスの道をひらく，

のみ有効なものではなく，アカデミアにおいて

③大学院生への経済的支援となる，④教員と現在の

も必要とされるものである。したがって，TA を，

TA の中間的存在である TF は学生のロールモデル

博士課程 ( 後期 ) において，より総合的な能力醸

となり勉学への動機づけを高めるという観点から，

成のための教育活動の一環として位置づけるこ

大学としてより組織的な TA 活用の仕組みを整備す

とが必要である。TA としての活動は，授業の一

る必要があると考えられます。

部を担当させる等，より積極的な活動により，
教育能力を醸成するだけでなく，幅広い教養を
身に付ける機会にもなる」と指摘されている。

注）
１）

TA や 院 生 講 師 は 米 国 で は 大 学 に よ り TF

３）

(Teaching Fellow)， ま た は GSI (Graduate
Student Instructor) という。本学で検討中の案

ガイドブック，玉川大学出版部，2006
４）

はテーチングフェロー (TF) 制度としている。
２）

宇田川拓雄，カリフォルニア大学バークリー校
の先進授業と TA 教育の制度化，高等教育ジャー
ナル 13 (2005)，1-13

TA 制度：文部科学省が TA 経費として 1992 年
から予算化した。

小笠原正明，西森敏之，瀬名波栄潤編，TA 実践

５）

宇田川拓雄，カリフォルニア州立大学バークリー
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校における TA システム，高等教育ジャーナル

員となるための準備をすることができる。院生

14 (2006)，129-141

講師が学士課程教育において重要な役割を果た

西森敏之，斉藤準，竹山幸作，UC バークリー

すと同時に，バークリーの学士課程教育の質が

で の GSI 制 度， セ ン タ ー ニ ュ ー ス 82 (March

院生講師の効果的な準備指導と訓練により高め
られることも意味する」と述べられている。

2010),14-16
７）

カリフォルニア大学バークリー校の TA 学則の前

8)

平成 21 年度 TA 経費（使用実績）は 18,280 万円 ( 全

文では，
「バークリーにおける院生講師の教育と
訓練は大学の教育の使命にとって本質的なもの

学教育 3,450 万，学部教育 14,830 万円 ) である。
9）

平 成 21 年 度 非 常 勤 講 師 経 費 ( 使 用 実 績 ) は

である。教授陣 (faculty) の監督と準備指導のも

11,190 万円 ( 全学教育 6,450 万円，学部 4,740

とに，大学院生は将来アカデミックな組織の教

万円 ) である。

UC バークリー校の GSI コンサルタントの講演
UC バークリー校の GSI コンサルタントであるシ

間労働で大学と契約し，給料は月に 1600 〜 2000

ャノン・マッカーディーさんをお招きして，10 月

ドルになり，生計が立ちます。GSI のベテランは，

7 日（木）に理学院物理学専攻の GSI 研修会，8 日

GSI コンサルタントとして，GSI の相談を受けたり

（金）に高等教育推進機構の高等教育フォーラムで，
「UC バークレーの GSI 制度」について講演してい

GSI の研修を行う仕事につきます。
理学部物理学科では，今年度から演習科目におい
て優秀な大学院生を GSI として雇用して担当させ

ただきました。
バ ー ク リ ー 校 の GSI (Graduate Student

る試みをはじめたので，高等教育研究部でお招きし

Instructor) は，北大の TA と違って，大学院生が担

たマッカーディーさん（素粒子物理学専攻の博士課

当教員の指示を受けつつ独立して授業を行います。

程の大学院生）に物理学科でも講演をしていただき

例えば，一クラス 600 人の講義を教員が行い，演習・

ました。同じ GSI という名称でも，UC バークリー

実習を 20 名ずつ 30 クラスに分けて，それを GSI

と北大では条件がずいぶん違いますが，講演には得

が担当します。授業の準備などを含めての週 20 時

るものが多かったようです。

写真 1

マッカーディー氏の講演

8
̆̆

（西森 敏之）

ニュースレター

No.85

December 2010 ( 北海道大学高等教育推進機構 )

サステナビリティー・ウィーク 2010
〜カナダ・ダルハウジー大学と交流〜

10 月 25 日から始まったサステナビリティー・
ウィーク 2010 でカナダのダルハウジー大学学術・

雑なシステムがどのように進化するか予測は難し
く，一元的な解決は不可能なことは明らかだ。

アウトリーチ・国際交流担当副学長補佐キース・タ

ダルハウジー大学は，サステナビリティー・オ

イラー博士が基調講演を行いました。ダルハウジー

フィスを設置し諸問題に対応してきた。それに加え，

大学は昨年本学と学術交流協定を結んでおり，今回

我々は持続可能な未来への道は教育にあると信じ，

は昨秋創設されたカナダ初のサステナビリティー学

世界的な教育活動の発展に寄与するものとして「環

部について，次のようなお話をいただきました。

境・サステナビリティー・社会プログラム」を発足

持続可能な未来を創造することは人類がかつて

し，サステナビリティー学部創立に至った。

経験したことのない最大の課題の一つである。地球

タイラー博士は翌々日の留学促進キャンペーン

の資源は有限であり，現在のペースで化石燃料を消

“SD on Campus” にも出席され，ダルハウジー大

費し続けられないことは明らかであるが，地球資源

学の紹介を行いました。ダルハウジー大学と本学の

を枯渇させずに維持できるコレクティヴ・ライフス

学術交流は，高等教育推進機構との FD に関する研

タイルへ，今後どのように転換していくのか，具体

究交流をきっかけに始まりました。サステナビリ

策は立っていない。経済と環境はともに極めて複雑

ティー・ウィーク 2010 での大学間交流は，今後の

なシステムで，これらはエネルギーの生成と利用に

両大学のパートナーシップのさらなる発展を築くこ

より相互に影響をおよぼしている。経済と環境の複

とでしょう。 （文学研究科 准教授

写真 1

瀬名波 栄潤）

キース・F・タイラー博士の基調講演
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国際化加速に向けた歯学研究科の取り組み
平成 21 年 12 月に実施された「国際化加速に向

という意見もお聞きしましたが，優秀な留学生を受

けた FD 〜目指せ！バイリンガル大学〜」（主催：

け入れる体制を整えるためにも頑張ってやりましょ

国際本部国際連携課国際教育連携支援チーム，共

うということになりました。

催：高等教育推進機構）をきっかけに，英語での授

平成 22 年度の英語での授業は，鈴木邦明教授，

業を始めることになった例として，歯学研究科の国

柴田健一郎教授，佐野英彦教授，北川善政教授が責

際化に関する取り組みを紹介します。大学院生の海

任教員となって，博士後期課程を対象として前期に

外派遣や英語での論文の書き方指導も含め，幅広く

1 単位（15 講義），後期に 2 単位（15 講義ずつ）行っ

国際化を推進している様子について，口腔機能学講

ています。その中の 3 講義分を私が担当し，19 名

座リハビリ補綴学教室の有馬太郎先生に国際教育連

の先生方とオムニバス形式で，日本人学生と留学生

携支援チームがインタビューしました。

が混ざっている教室で行っています（本号 13 ペー

䇷ⱥㄒ䛷䛾ᤵᴗ䜢ጞ䜑䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯⤒⦋䛿䠛

ジ「口腔生物学と医学」シラバス URL 参照）
。

私はデンマークの大学院で Ph.D. を取りました。

䇷䝕䞁䝬䞊䜽䛷䛾␃Ꮫ⤒㦂䛻䛴䛔䛶

英語もデンマーク語もほとんど話せないまま行きま

私は平成 9 年にオールボー大学大学院に入学し

したが，当時の指導教員の教え方がとても上手で分

ました。この研究科では，海外から多数の大学院生

かりやすく，研究内容も世界をリードしていたの

を入学させ，インターナショナルスクールをアピー

で，大変でしたが興味を持って研究できました。こ

ルした結果，グラントを獲得しやすくなり，新たな

のデンマークでの（心地よかった）英語での教育を

研究や人材に投資でき，効果的に業績が上がるとい

北大に紹介したいと思っていました。

う，良い方向への「正のスパイラル」ができていま

そんな時に「目指せ！バイリンガル大学」の講演

した。私の指導教員の Peter Svensson 教授（当時

を聞き，英語での授業の必要性を強く感じました。

准教授）はその頃から頭角を現していましたので，

一緒に参加していた副研究科長で国際化委員長の鈴

有名な研究者達が頻繁に訪れてきていました。

木邦明教授は「うちもやらなきゃいかんな」とおっ

大学院 3 年間の成果として学会発表・講演を計 8

しゃいました。他の部局の先生からは，日本人学生

回，国際誌に筆頭著者として 4 編，その他著者とし

は英語での授業を受けないだろうからやっても無駄

て 2 編の研究論文を発表しました。それらを一冊

写真 1

写真２

有馬太郎先生の英語での授業
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の Ph.D. Thesis にまとめ，Ph.D. ディフェンスと

だきました。講演会には教員 80 名，大学院生 30

いう研究発表会を行い，当分野に精通した学内 1 名

名もの方々が参加し，たくさん質問が出ました。理

と外国 2 名の教授の前で発表したあと，1 時間半に

由としては，昨年にもお越しいただき講演しても

わたる口頭試問を受けました。卒業時には，1200

らったことで，Svensson 教授がどんな方か知られ

編くらいの論文をチェックしているわけで，自分の

てきた，そして歯学研究科も少しずつ国際化してき

研究分野である睡眠時の歯ぎしりやあごの筋肉の痛

たことが考えられます。

みについては，誰よりも知っているという自信が持

講演会の後には実際の論文指導も体験してもらい

てました。海外の先生から自分はどういう者かと尋

ました。事前に投稿前の論文を募集し，Svensson

ねられたら，こういう者ですよと Ph.D. Thesis を

教授とスウェーデン・マルメ大学の Thomas List

名刺代わりに渡せますし，苦労した分 Ph.D. を取っ

教授にレビューしてもらい，講演会の後に指導を受

たことに誇りを感じます。

けるのです。実際に論文を書いた学生と指導教員が

日本の大学院のシステムは甘すぎて，悪循環に

同席するのです。私が大学院生の頃は Svensson 教

なっている気がします。学生に大学院に来てほしい

授から，「Good!」などと褒められながらも，かな

と勧誘みたいに呼びこみ，過保護にしています。

りの書き直しをさせられました。彼のコメントは必

歯学研究科では，4 年かけて論文 1 本で終わって卒

ず肯定的で，どのように書いたら良いか具体的でし

業，という感じで，国内誌でもいいくらいで修了し

た。ダメ出しは一度もありませんでした。このよう

ます。そんな風に卒業しても，本人の達成感は薄い

な指導を歯学研究科の方々にも体験していただきた

でしょうし，面白くないと思うんです。でも，ただ

かったのです。

批判するよりは，良くしたいと思っています。将来

䇷ᚋ䠈 ᅜ㝿ಁ㐍䛾䛯䜑䛻䛿ఱ䛜ᚲせ䛷䛩䛛䠛

的には，他の大学の人達や学生にも，北大の大学院
は難しいけれど良いそうですね，と言われるよう
に，正の方向へ持って行きたいです。

日常的に英語と日本語をコロコロ切り替えて話す
環境を作ることが大切だと思います。例えば私はス
カイプで海外にいる人達と話をし，私の上手ではな

䇷ṑᏛ◊✲⛉䛷䛿Ꮫ㝔⏕䛾ᾏእὴ㐵䛻䜒ຊ䜢ධ

い英語を周りに聞かせ，会話に参加させて，誰でも

䜜䛶䛔䜛䛭䛖䛷䛩䛽䚹

英語は話せるんだという雰囲気作りをしています。

リハビリ補綴学教室では，できるだけ早期に大学

また何事にもリスクマネージメントが大切といわ

院生を海外著名教室に行かせて，短期滞在させ，最

れますが，現実には「ローリスク・ハイリターン」

先端の研究を体験してもらっています。すると学生

はあり得ません。先にリスクを考えるのではなく，

の目つきが変わり，良い顔をしてくるんですね。と

まずはゴール，しかもスーパーゴールを設定すれば

たんに研究熱心になり，英語学習を始めたりしま

良いと思います。例えば「少なくとも国内で一番国

す。準備が整ったら 1 年弱の長期海外留学をして

際化して整備された歯学研究科にしよう」など。そ

もらいます。この間英語で論文を書く練習をし，実

れにはリスクもあるでしょうが，北大の方々の優秀

際の研究も行います。そうすることでまずは大学院

な能力をもってすれば，リスクは必ず最小限に抑え

生の国際化を図っています。

ることができますし，最終的にコントロールできる

䇷ⱥㄒ䛷䛾ㄽᩥ䛾᭩䛝᪉ᣦᑟ䛻䛴䛔䛶

ようになれば，それはすでにリスクではないので

当研究科では FD 委員会（土門卓文委員長）を中
心として研究業績数を上げる活動を行っています。
そして 11 月 1 日に「平成 22 年度第 3 回歯学研究

す。また，結果としていきなり一番にはなれずとも，
がっかりする必要はありません。なぜならその時す
でに国際化は済んでいますからね。

科 FD 講演会：インパクトファクターの付く英語論

䇷大変興味深いお話を，
ありがとうございました。

文の書き方」を開催し，先ほどの Svensson 教授が

（国際本部国際連携課 国際教育連携支援チーム

講演を行いました。論文の書き方に加え，雑誌の編

佐羽内 喜久子）

集長などの経験を通じた実践的なことも教えていた
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第２回「シラバスコンクール」推薦科目を公表
北大では，平成 12 年度から各授業科目のシラバ
スをホームページに公表するとともに，教育ワーク
ショップなどで授業設計の方法，シラバスの書き方
について指導し，内容改善をはかってきました。

の概略を，たとえば「○○について理解する」など
の形式で，できるだけ具体的に記述します。
「到達目標」（行動目標）では，この授業で学生が
どのような能力を身につけることが期待されている

昨年度からは，シラバスの改善に役立てていただ

かを，たとえば「○○について説明することができ

くため，高等教育推進機構全学教育部，高等教育研

る」
などの形式で，できるだけ具体的に記述します。

究部等の協力のもと，
「シラバスコンクール」を始

３）
「到達目標」（行動目標）と「成績評価の基準

め，今回は平成 22 年度の全学教育科目，学部専門

と方法」は密接に関連づける必要があります。到達

科目，大学院科目のシラバスの中から，参考となる

目標は必ず成績評価の対象としなければなりませ

35 科目を選んで公表しました。

ん。

http://educate.academic.hokudai.ac.jp/

４）
「授業計画」と「準備学習（予習・復習）等
の内容と分量」については，２単位の授業科目では，

syllabus/syllabus2009/top.html
シラバスは，部局，課程，授業科目の性質により，

定期試験の期間を除いて，
最低でも 30 時間（15 回）

きわめて多様であり，一律に「模範例」を挙げるこ

の授業時間の確保が必要とされ，また，教室内外の

とは困難です。今回公表したものはあくまでも「参

学習を合わせて，標準的に 90 時間の学習が必要と

考例」で，最上のものとはいえません。各科目・各

されていることを念頭において，両項目を密接に関

学部・各大学院から複数推薦された中から，原則と

連づけ，できるだけ具体的に記述してください。

して，１つを選びました。昨年度選ばれた方は除外

５)「成績評価の基準」においては，単純に出席
を点数化して加算することは厳格な成績評価を実現

しました。
良いシラバスとはどのようなものか，今後も部

するうえで問題があるとされています。学生が能動

局，課程，授業科目等ごとに，FD や関係教員グルー

的に参加する授業計画を立て，授業への積極的な参

プの討論で議論を深め，学生の役に立つシラバスを

加を評価するといった授業設計が必要です。
６）部局独自の様式のシラバスでも，
「授業の目

作ることが求められています。
今回の選定の中で特に評価の高かったシラバスを

標」
（一般目標）と「到達目標」（行動目標）の区別
をし，「授業計画」と「準備学習（予習・復習）等

末尾に掲げます。参考にしてください。
なお，北大のシラバスについては，外部評価や今

の内容と分量」を関連づけて記述してください。
（細川 敏幸）

回のシラバスの点検・選択の過程で，いくつかの改
善点（
「出席点（○点加点）
」
「15 回目の授業（最終
試験）
」などの記述は不適当）が指摘されています。

◎特に評価の高かったシラバスの例（項目別）

シラバスの作成に当たっては，以下の点にもご留意

・保健科学研究院・山内太郎「人類生態学特論」
【到達目標 Course Goals】

ください。

１．フィールドワークという手法について理解を

シラバス作成の留意事項
１）必須項目（授業の目標，
到達目標，
授業計画，
準備学習（予習・復習）等の内容と分量，成績評価
の基準と方法）はもれなく，できるだけ具体的に記

深め，長所と短所を踏まえて説明できる。
２．世界の様々な国・地域で現実化している健康
問題について理解する。
３．栄養学（人間栄養学），
人口学（小集団人口学）

述してください。
２）
「授業の目標」
（一般目標）と「到達目標」
（行
動目標）を明確に区別し，
それぞれ（教員ではなく）

について個々の概念，知識，方法論を習得する。
４．フィールドワークで実際に行う様々な測定に
方法を学び，自分で実施することができる。
ついて，

学生の視点から記述してください。
「授業の目標」（一般目標）では，授業で扱う内容

５．研究を行う上での基本的技法（例，文献レ
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ビュー，論理的文書の執筆，基礎統計学，研究に必

いけない！）
。
なお，留学などのために試験を受けられない場合

要な英語能力）が身に付いている。
・法学部・松浦正孝「日本政治史」
【成績評価の基

に限り，試験の代わりにレポートを別に課すことと
する。その場合，必ず事前に相談すること。

準と方法 Grading System】
レポート提出（35％）
，試験（35％）
，出席点及

ちなみに，2009 年度の成績分布は，次の通りで

び質問点を含む授業への参加態度（30％）の合計

ある。秀が 7 名，優が 25 名，良が 19 名，可が 13

で，成績を評価する。

名であった。きちんと楽しく参加していれば，基本

レポートは，授業で興味を持ったことについて，
4000 字以上のレポートを８月下旬までに提出す

的に単位は取れるはずである。
なお，レポート提出者のうち，希望者に対しては

る。レポートの評価基準は，１テーマや参考文献の

毎年面談してコメントをしている。

選び方，２オリジナリティや面白さ，３論理性や文

・理学部・林実樹廣「解析学 C」
【成績評価の基準

章力，４講義・参考文献への理解度などである。こ

と方法 Grading System】

のレポートを提出したものだけが，試験を受ける資

授業目標に対する到達度を，次の観点から総合評
価する．

格を獲得する。
試験は，通常の試験期間中に行う。講義で学んだ

＜＜評価の観点＞＞ (1) 科目の骨格をなす定義・

ことの応用問題である。試験の採点基準は，１講義

定理等の基礎知識を修得しているか．(2) 典型的な

の理解度，２日常や講義中，試験中に自分なりに考

具体例について計算・構成等を適切に遂行できる

えているか，３論理的で説得力ある文章が書ける

か．(3) 基本概念や定理に基づいた論証を正しく行

か，である。第一回目の講義で，前年度の試験問題

うことができるか．(4) 科目の中心的な考え方を修

を公表する。また，試験問題２問のうち，１問は，

得し，全体にわたり内容を有機的に理解している

学生から１学期間を通じて出された質問（後述）の

か．(5) 種々の問題を解決する際に科目内容を活用

中から出題する。採用された質問をした者には，
ボー

できるか．
＜＜評価の基準＞＞秀：いずれの観点においても

ナス点を与える。
出席は，携帯電話によるメール，もしくは質問票

高く評価でき，極めて高い水準で目標を達成してい

の提出によって認定する。但し，実際に出席してい

る．優：大半の観点において高く評価でき，高い水

なければ，このメールもしくは質問票を提出するこ

準で目標を達成している．良：いくつかの観点では

とはできない仕組みで行う。これは，出席を確認す

良好に評価でき，目標をある程度達成している．可：

るというよりも，
元来，
出席者が授業に興味を持ち，

学習成果が認められ，目標の一部を達成している．

積極的に参加するための仕組みである。但し，この

＜＜評価の方法＞＞試験の結果および履修状況を

仕組みを巧妙にすり抜けて「代返」行為を行った者

総合的に評価する．

は「不正行為」として，試験を受ける権利を失う。

・歯学研究科・鈴木邦明ほか「口腔生物学と医学」

この他に，質問・感想などのメール・質問票に対

(Oral Biology and Medicine: Oral Clinical

して，加点を行う。特に，
「良い質問」をした者に

Science)【授業計画】

対してはボーナス点を与える他，授業中配布するプ

http://www.den.hokudai.ac.jp/contents/

リントや授業中の講義内容などの誤り（しばしば，

page023.html

故意にあるいは無意識に誤ったことを教えることが
ある）を指摘した者にも，加点する（寝ている暇は
ない。そして，教師の言うことをすべて信用しては

・ 薬 学 部・ 佐 藤 美 洋「 有 機 化 学 II」【 到 達 目 標
Course Goals】
（シラバス検索 > シラバス検索結果 > 授業詳細）
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平成 22 年度 文学部 3 組クラス担任 文学部 教授
新入生とは親子ほど年の離れた関係になります

４．学生の中には面会日

が，今回クラス担任をお引き受けし，私の体験がお

をすっぽかしたり，休日

役に立てればと願って文章にまとめてみました。

に面会を求めたり，名前

１．オリエンテーションでは授業の取り方や進級要

も名乗らず用件のみ伝え

件をしつこく説明しました。任意でメール ･ アドレ

てくる者もいます。常識

スを提出してもらい，メーリング ･ リストを使って

も諸行無常なのかと怒り

様々な連絡，アドバイス，注意喚起等を行いました。

たくなりましたが，自分

２．GPA2.0 未満の学生と面談し，原因を確認して

の価値観を捨てないと対

アドバイスを与えました。寝坊の多い学生には生活

話は成り立ちません。

和田 博美

を整えるように，興味のない授業に出ないという学

クラス担任にできることは限られています。それ

生には広い知識と教養を身につける重要性を，目標

でも担任という相談相手がいることを発信し続ける

を見失った学生には大学で何をしたいのか考えて新

ことが大切だと思います。今後クラス担任の役割は

たな目標をみつけるよう話しました。

いっそう重要になります。新たに担任になる先生方

３．心の問題を抱えた学生は，家族に対応をお願い

の活躍を心から願っています。

しました。

第 2 回クラス担任連絡会
学生相談室長，工学研究院 教授 近久 武美
9 月 28 日に情報教育館多目的中講義室において，

める学生の割合が高いよう

本年度の第 2 回クラス担任連絡会を開催しました。

です。また，相談を受ける

今回は教員の多忙を考え，例年よりも短めのプログ

際には判断や批判を行わず

ラムとしました。全 93 名のクラス担任のうち 49 名

に相槌を打ちながら傾聴す

が出席し，出席率 53% でした。文系では副担任のい

るべきとの助言がありまし

ない学部もあり，そのせいもあって法学部の出席が

た。発達障害や精神的な悩

少なかったといえます。

みを抱えている学生の増加

まず，連絡会の主催者である山口高等教育機能開

を反映して，クラス担任か

発総合センター長補佐，近久学生相談室長，武蔵保

らさまざまな質問がありま

健センター長からそれぞれ学生の学修状況，学生相

した。

談体制，健康管理に関する状況について説明があり

次にパネルディスカッションで，和田博美教授（文

ました。1 年生の GPA は過去 5 年間に少しずつ向上

学研究科），柴田洋一教授（農学研究院）および山内

していること，アカデミックサポート推進室では開

有二准教授（工学研究院）から，クラス担任の経験

室時間に対して 40％程度の利用があること，北図書

談として，具体的で参考となるお話を披露していた

館の近くに学生によるピアサポート室が開設される

だきました。最後に山口センター長補佐から，次年

こと，タバコは呼吸器関連の発癌性を 5 倍程度に増

度から始まる総合入試制度に関して，入試の方法な

加させること等の説明がありました。

らびに分属の方法について説明がありました。来年

つづいて，保健センターの精神科医である朝倉聡

度のクラス担任は所属先の決まっていない学生を担

准教授から「学生のメンタルヘルス」について講演

当するほか，進路に関する種々の相談が予想され，

をいただきました。講演では精神衛生相談の受診者

これまでとは大きく異なった対応が求められます。

数，自殺の状況，自殺念慮を含む健康調査結果，相

2 時間にわたる連絡会は，質疑も活発で有意義な

談の対応法，学内の相談先等に関するお話がありま

会になりました。クラス担任の日ごろのご努力・ご

した。分析データによると，文学部が他に比べて悩

協力に感謝申し上げます。
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HIGHER EDUCATION

中堅教員のための FD を試行
〜第 2 回 北海道大学 次世代 FD 研究会 ワークショップ〜
ないえ温泉において 10 月 22 日（金）から一泊

力向上への貢献を第一の責務とし，学生中心の教育

二日で，「北海道大学の国際化」をテーマとして，

を進める必要があります。教員はその大学の過去，

次世代 FD 研究会のワークショップ（中堅教員向け

現在を的確に把握し，未来の発展に向かって的確な

FD) を実施しました。学内の研究会メンバー等から

行動をとらなければなりません。

8 名，学外から 2 名（室蘭工大，帯広畜産大）が参

この研修は，大学の使命をふまえて，教員として

加し，タスクフォースとして高等教育開発研究部門

の在り方と各教員の大学における位置づけを理解

から 3 名，本学名誉教授 2 名，事務職員 2 名が協

し，大学の最近の動向と現状の認識にたって大学の

力して運用にあたりました。今回は参加人数が少な

発展，とくに教育力向上へ貢献するために教員改善

く，タスクフォースもグループ活動に加わり，３グ

マネージャーの具体的行動目標を設計し，実行でき

ループで実施しました。

るようになることを目的としました。シラバス風に

この研修は，次世代 FD 研究会の中心課題の一つ

その行動目標を整理すると次のようになります。

として「教育改善マネージメント」を取り上げ，次
⾜ື┠ᶆ

のような意図をもって企画されました。
大学教員は，所属する大学の社会的存在価値を高

1. 大学の教育力向上に貢献するために，大学の倫

めるため，その大学の教育，研究，社会貢献の発展

理綱領，PDCA サイクルをふまえ，教育改善マ

に寄与する責任があり，管理運営（マネージメント）

ネージメントができる。（全体）

も教員の基本的任務となります。とくに大学の教育

表1

2. 学生中心の教育改善マネージメントができる。

第 2 回 次世代 FD 研究会ワークショップ プログラム

2010 年 10 月 22 日（金）
8:15
受付 北海道大学・情報教育館（北図書館の北隣）
1 階ロビー 集合
バス出発 研修開始：オリエンテーション（挨拶，自己紹介）
8:30
9:45
ないえ温泉「ホテル北乃湯」到着，玄関前で記念写真
10:00 オリエンテーション「趣旨」（5 分）
ミニ講義 1「大学の歴史と今 」
（15 分）
ミニ講義 2「大学教員の業務」
（10 分）
10:30 アイスブレーキング（教育で困ったこと，改善を要すること）（30 分）
11:00 グループ作業 1「課題のニーズ，背景の把握」
（60 分）
──────────────────────────────
12:00
＜昼食 ＞（60 分）
──────────────────────────────
13:00 グループ作業 1 の発表（30 分）
13:30 ミニ講義 3「目標管理」
（30 分）
14:00
＜休憩＞（20 分）
14:20 グループ作業 2「目標設定・チームによる課題解決計画
：目的，目標項目，達成基準」（60 分）
15:20 グループ作業 2 の発表（40 分）
16:00
＜休憩＞（20 分）
16:20 グループ作業 3「目標設定・チームによる課題解決計画
：実施方法と役割分担」（60 分）
17:20 グループ作業 3 の発表（40 分）

──────────────────────────────
18:00 夕食（60 分）
──────────────────────────────
19:00 ミニ講義 4「PDCA サイクルと目標設定」と質疑 （40 分）
──────────────────────────────
20:00 懇談会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010 年 10 月 23 日（土）
7:30
朝食
──────────────────────────────
8:30
グループ作業 4「個人業務，大学・学部・学科業務」
（80 分）
9:50
＜休憩＞（10 分）
10:00 グループ作業 4 の発表（60 分）
11:00
＜休憩＞（20 分）
11:20 ミニ講義 5「実施内容・成果確認と評価」（30 分）
──────────────────────────────
12:00
＜昼食 ＞（60 分）
──────────────────────────────
13:00 総合討論・まとめ・振り返
（この FD，これからの FD について）（60 分）
──────────────────────────────
14:15 バス出発
15:30 JR 札幌駅北口到着
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表２

（対象）
3. 同僚と協働して教育改善マネージメントができ
る。（協働）

グループ作業１の成果の例：
課題のニーズ，背景

・留学生 10 万人計画達成。次の目標は 30 万人計画

4. 大学が求める方策を的確にとらえ，教育改善マ

・北大は大学院生 6000 人，留学生 1000 人，まだ少ないと思わ
れている。

ネージメントを実施できる。
（行動）
5. 大学・学部・学科のカリキュラムの目的，カリ
キュラム構造にそった授業設計，教育改善マネー
ジメントができる。（教育改善行動設計）

・アジアの大学生は機会があれば日本に来たいと考えている。
・学位を出せることが重要，日本の学位の価値が高い。これは学
部によって異なる。
・札幌は寒い，遠い（東京よりも交通費が余分にかかる）
，アル
バイトが少ない。

プロジェクト遂行計画を作る
これまでの北大型 FD では，架空の科目を設定し

グループ作業 2 では，ニーズや背景を考慮しつ

てそのシラバスを記述することにより教育の基本を

つ目的を達成するための企画について「目的，目標

身につけます。一方，新しい中堅教員向け FD では，

項目，達成基準」を考えました。表３は A グルー

ある問題の解決のために架空のプロジェクトを設定

プの成果の一部です。

しその遂行計画を記述することにより，教育改革の

表３ グループ作業２の成果の例：
プロジェクトの目的，目標項目と達成基準

実施能力を身につけるように設計しました。用いる
活動手法は，これまでの FD と同じ学習効率の高い

目的

ミニ講義とグループ学習の組み合わせです。プログ

1．優秀な留学生を獲得する。

ラムは表１をご覧ください。

2．組織的に奨学金を獲得する体制をつくる。

今回のテーマは「北海道大学の国際化」で，３つ
のグループに次のサブテーマが与えられました。
A：留学生を増やす

3．既定の年限で学位を取得できる指導体制をつくる。
4．留学生の多様性に対応できる受け入れ体制をつくる。
5．北大の魅力を発信する。

B：日本人学生が留学するようにし向ける

目標項目
奨学金

C：大学院生教育（専門の研究以外）

1）応募可能

・現在いる留学生の獲得している奨学金の調査。

な国内外のす

・応募可能な奨学金の調査。

べての奨学金

・他大学の状況の調査。

制度を把握

・各国の領事館・大使館の調査。

2）奨学金制

・入国管理局の調査。

グループ作業
アイスブレーキングの後，グループ作業１では，

達成基準
１）一括型で管理できる専門組織を構築する。

各グループのテーマごとに「課題のニーズ，背景の

度 の デ ー タ ２）調査データをもとにデータベースをつくる。

把握」を検討しました。表２は A グループの成果

ベースを構築

・英語・日本語の両方でのデータベース。
・学外に公開する（海外からアクセス可能に）
。

の一部です。

写真 1

記念写真

写真２

阿部和厚名誉教授のミニ講義
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グループ作業 3 では「実施方法と役割分担」を
考えました。表４，５は A グループの成果の一部で

し，メンバー毎に自分の作業分担と日程を決定しま
した。表６は A グループの成果の一部です。

す。

表６
表４

グループ作業３の成果の例：実施方法
順

支援組織

月日

グループ作業４の成果の例：
メンバー A の作業分担表

目標項目

達成基準

実施方法

他者を巻き込む

位
他者との連携
1 12/20 組織 ( 大学 ) アンケート 各部局，大 国内の大学，学内

留学生支援室をおく
5 名の選任教員を中心として学部学科の支援教員を巻き込んで実

へ の ア ン の内容，方 学の教務に 各部局の教務課

施する。
＜仕事内容＞
１）組織へのアンケート調査
a) 現在いる留学生の獲得している奨学金の調査
b) 応募可能な奨学金の調査

ケート

法 の 検 討，依頼

1/10

作成開始

作成

1/24

様式決定

2/15

印刷発注

2/20

納入

c) 他大学の状況の調査。

発送

２）留学生へのアンケート調査

3/20

a) 留学生の動機調査。なぜ北大を選んだか

分析方法

締切解析
開始

b) 留学生の目から見た北大の魅力

4/30

解析終了

c) 留学生への必要な支援体制アンケート調査
３）教員への調査

以上のグループ作業を通じて，いかにして課題か

a) 共同研究の調査
b) 北大で進んでいる特徴ある研究（雪や北方圏の研究など）

ら問題解決のプロジェクトを構築し，実施内容を時

c) 教員ごとに受け入れ可能な留学生の基準

間軸に沿って決定し，それを組織内の個人に役割分

d) 新たにどのようなサポート体制が必要か

担するかを学ぶことができました。

e) どのようなサポート（言語など）が可能か調査

今回の研修は，日本で初めて実施した中堅教員向
け FD で，その意義は大きいと考えています。事後

表５

グループ作業３の成果の例：作業分担

目標項目
組織へのアンケート調査
留学生へのアンケート調査
教員への調査
アンケート結果の共有

メンバー
A
B
○
○
○
○
○
○

アンケートによれば，参加者の評価は良好で，教育
改革だけではなく科研費の申請や組織改革にも応用

C

D

E

できるなどのコメントをいただきました。
ただし，グループ作業 4 の作業量が多すぎる，

○
○
○

全体の展望がつかみにくかった等の指摘もあり，次
回開催に向けてプログラムを修正・改良していく予

グループ作業 4 では，実施内容をさらに具体化

定です。

（細川 敏幸）

授業の設計と教育倫理
〜第 17 回 北海道大学教育ワークショップ〜

平成 22 年度 2 回目の第 17 回北海道大学教育ワー

われました。

クショップ（全学 FD）が 11 月 5 日（金），
6 日（土）

昨年から秋のワークショップには北海道地区

の両日，いつもの奈井江町農業改善センター（ない

FD・SD 協議会加盟校からも参加者を募り，旭川医

え温泉ホテル北の湯）で，表 1 のプログラムで行

科大学，旭川工業高等専門学校，北見工業大学，苫
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小牧工業高等専門学校，北海道工業大学から 1 名

ミニ講義，（2）小グループに分かれての 60 分の討

ずつ，苫小牧駒澤大学から 2 名の計 7 名が参加し，

論，（3）全員が集まっての成果発表会という３つ

本学の各部局からの参加者 22 名に世話係，講師，

の部分からなり，例年のように有意義な会になりま

事務職員など合わせて総勢 40 名で実施しました。

した

初日は午前 8 時 15 分から情報教育館 3 階スタジ

パソコン，プロジェクタ，スクリーン（模造紙を

オ型多目的中講義室で受付，総長代理の脇田稔副学

壁に貼ったもの）を使う「北大方式」のグループ討

長の挨拶のあと，バスで出発しました。バスの中で

論の方法も本格的に始めて 3 回目になり，スムー

は例年のように参加者の自己紹介を行い，会場に到

ズに進行しました。

着後，直ちに記念写真をとり（写真 1）
，10 時 20

各グループは，A と B：一般教育演習（学生数

分から山口淳二総合教育部長のミニ講義「北大の全

20，90 分の授業を週 1 回で 15 週），C：フィール

学教育と総合入試」
，つづいて情報基盤センターの

ド型一般教育演習（学生数 20，集中授業 1 週間／

布施泉准教授のミニ講義「授業支援システム ELMS

月曜日に出発して金曜日に帰る），D：総合科目（大

の活用法」で研修が始まりました。

講堂，90 分の授業を週 1 回で 15 週，総合入試に

このワークショップの中心課題はシラバスの作成

よる入学者のための科目），E：大学院共通授業（90

法を学ぶことですが，毎年そのときにあったテーマ

分の授業を週 1 回で 15 週，6 名程度の講師が交代

を掲げています。今年のテーマは「授業の設計と教

で行う）などの課題で，それぞれの科目設計にいど

育倫理」で，高等教育推進機構の細川教授が「FD

みました。各グループが設計した科目名と目標は表

の目的と教育倫理」というミニ講義を行いました。

2 の通りです。

午後からは，受講者参加型のワークショップで，

2 日目には，シラバスの最後の項目「評価」を完

参加者を A 〜 E の 5 グループに分け，魅力ある授

成させてワークショップを終了し，研修会修了証書

業の工夫を盛り込み，できるだけ e- ラーニングを

の授与式 ( 写真 3）が行われました。

取り入れて，新しい授業を設計するという課題でグ

ワークショップの終わり近くに，支援スタッフの
一人，学務部教務課係長（大学院担当）井元敏勝さ

ループ作業（写真 2）を行いました。
授業の設計は（I）科目名と目標，（II）方略（15

んが急病で倒れ，翌日逝去されました。これまでの

回分の授業内容），
（III）
「評価基準」
という 3 つのセッ

ご貢献に深く感謝し，心から哀悼の意を表します。

ションに分かれ，各セッションは（1）30 分程度の

（西森 敏之）

表１

第 17 回北海道大学教育ワークショップ プログラム

2010 年 11 月 5 日（金）
8:15 受付 北海道大学・情報教育館（北図書館の北隣）
3 階スタジオ型多目的中講義室に集合
8:30 挨拶 総長代理 高等教育推進機構長 脇田稔副学長
8:55 バス出発 研修開始 : オリエンテーション（挨拶 , 自己紹介）
10:10 ないえ温泉「ホテル北乃湯」到着 , 玄関前で記念写真
10:20 ミニ講義「北大の全学教育と総合入試」
10:50 休憩
11:05 ミニ講義「授業支援システム ELMS の活用法」
11:35 ミニ講義「FD の目的と教育倫理」
12:10 昼食
13:00 研修のオリエンテーション「ワークショップとは」・
アイスブレーキング
13:30 ミニ講義「カリキュラムの構成要素とシラバス」
「学習目標」
14:00 グループ作業 I の課題の説明・グループ学習室への移動
14:10 グループ作業 I「授業の設計 1: 科目名・目標の設定」
15:10 発表・全体討論
15:50 休憩

16:10
16:40
16:50
17:50
18:30
19:10
20:00

ミニ講義「教育方略」「クリッカー」
グループ作業 II の課題の説明・グループ学習室への移動
グループ作業 II「授業の設計 2:（目標の手直しと）方略」
発表・全体討論
夕食
ミニ講義「講義資料公開サイト 北大 OCW の紹介」
懇親会

2010 年 11 月 6 日（土）
7:30 朝食
8:30 ミニ講義「教育評価」
9:00 グループ作業 III の課題の説明・グループ学習室への移動
9:10 グループ作業 III「授業の設計 3:（方略の手直しと）評価」
10:10 発表・全体討論
11:00 休憩
11:15 修了証授与・参加者の個人的感想や意見
12:00 昼食
13:00 バス出発
14:30 JR 札幌駅北口到着
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写真 1

表2

記念写真

各グループが作成したシラバスから：科目名と目標

＜グループ A ＞
【科目名】一般教育演習「医療の今と未来を考える」
【一般目標】
①今後の医療の在り方について考えるために，最先端の医療につい
て学習する。
②医療と生命倫理について学ぶために，新しい医療の問題点につい
て考察する。
③心身とも健康な生活を送るために，高齢化社会およびストレス社
会における問題を知る。
【行動目標】
①最先端医療の種類と内容について説明できる。
②従来の医療倫理問題について理解し，説明できる。
③新しい医療技術の出現に伴い生じる倫理的問題について議論し，
理解を深める。
④現代医療の問題点とそれを解決する方法について調査し，報告で
きる。
＜グループ B ＞
【科目名】一般教育演習「大学で学ぶということ」
【一般目標】
①高校とは異なる大学における学習への取り組み方を理解する。
②大学における学習の目標を達成するためのスキルを身につける。
【行動目標】
①他の人と協力して議論できる。
②適切な資料を検索し，利用できる。
③論理的なレポートを構成できる。
④プレゼンテーションスキルを身につける。
＜グループ C ＞
【科目名】一般教育演習（フィールド型）
「寒冷地フィールド演習」
【一般目標】北海道の気候および地理的特性を理解し，それらを利
用した産業への理解を深め，新規産業を創造し地域発展に貢献
できる能力を身につける。
【行動目標】

①地域特性を理解し説明することができる。
②地域産業の体験を通じ現状を説明することができる。
③地域発展のための潜在可能性を見出し提案できる。
＜グループ D ＞
【科目名】総合科目「大学入門講座」
【概要】
①各回オムニバス形式で各学部の教員・ゲストティーチャーからの
説明を受け，北大の雰囲気や気質に触れる。
②各学科の特色を学んで，翌年の進路選択に生かす。
【一般目標】
① 2 年次での進路選択のために，各学科の特色を学び，学科間の
関連性を理解する。
②自分の特性を知り，大学での学習目標と将来の目標（展望）を設
定できるようになる。
【行動目標】
①各学科の特色・相違点を説明することができる。
②大学での学習目標を自ら系統立て，自分の目標に沿った学部選択
を行えるようになる。
③自分の目標（将来の展望）を他者に分かりやすく示すことができ
るようになる。
＜グループ E ＞
【科目名】大学院共通科目「研究者としての成功するための 15 の
秘訣」
【一般目標】研究生活を送るうえで必要な積極性を涵養し，最前線
で活躍する研究者になるために必要な知識・態度・技術を学ぶ。
【行動目標】
①研究者としての将来ビジョンが描ける。
②さまざまな立場の研究者がいることを理解できる。
③高度な知識に関する質疑応答ができる。
④ディスカッションなどに積極的に参加する。
⑤科研費等の書類や特許申請書などのアカデミックな書類が実際に
書ける。
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グループ作業

写真３

修了証書の授与式

ダルハウジー大学・インディアナ大学の
Educational Development(ED)
ダルハウジー大学

開催されました。このコロキュームは，効果的な

９ 月 21 〜 22 日， カ ナ ダ・ ダ ル ハ ウ ジ ー 大 学

ED の共有と確立，そして参加５大学（ダルハウジー

で International Colloquium on Assessing the

大，ベルギー・ルーベン大，北大，慶応大，桜美林大）

Impact of Educational Development Practice が

のパートナーシップの形成を目的として，ダルハウ

表1

ダルハウジー大学 Educational Development コロキュームプログラム

９月 21 日
9:00 ‒ 10:00
10:15 ‒ 11:15

11:30 ‒ 12:30

2:00 ‒ 3:00
3:15 ‒ 4:15

Welcome, introductions and conceptual framework for our work
Lynn Taylor（ダルハウジー大学）
KULʼs organisational approach to educational development: working on three domains of development
(individual courses, programs and Faculties) from both the central and more distributed levels
Mieke Clement, Herman Buelens（ルーベン大学）
'Small Group Communication Practices': Instructional development and environmental educational
development such as 'learning commons' are needed for teaching and learning development.
井下理（慶応義塾大学）
Educational development at the Institutional level: A case study
Deborah Kiceniuk（ダルハウジー大学）
The Orientation Program for Faculty Development and TA Training at Hokkaido University
山田邦雅（北海道大学）

９月 22 日
9:00 ‒ 10:00
10:15 ‒ 11:15
11:30 ‒ 12:30
2:00 ‒ 3:30
3:45 ‒ 4:15

Exploring an Educational Developer's Paths to Research in Practice
Suzanne Sheﬃeld（ダルハウジー大学）
The impact of a program for the ﬁrst year students experience: A case study
井下千以子（桜美林大学）
Brainstorm issues to consider when designing research to assess the impact of educational development
practice
Teams develop proposal for evaluating a educational development project selected from those presented
Debrief team proposals
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ジー大学 Centre for Learning and Teaching
（CLT）

を取り入れながら行われています。これらは４人の

の主催で行われました。参加は 11 名と小規模で，

スタッフで行われており，その他に大学院生向けの

CLT センター長 Lynn Taylor 氏の司会のもと親密

講習会も行っています。
次に，Writing Lab の Laura Plummer 氏に話を

でインタラクティブな形で進められました。
初日から翌日の午前中までは，各大学から表１の

伺いました。ここは昨年度も訪れたので（センター

題目で ED に関する取り組みが報告され，それぞれ

ニュース No.82 参照），今回はより詳しい話を聞く

について議論が交わされました。

ことができました。インディアナ大では，コピー・

２日目の午後は，報告をもとに，３つのグループ

ペースト対策として Turnitn.com を導入し，教員

に別れて，成果が評価可能な ED の研究方略を構築

はオンラインで学生レポートのオリジナル性チェッ

する討論を行いました。それぞれのテーマは，「教

クができます。このため，レポートはファイルで

育業績を重視する教員評価システム」
「ED におけ

提出させるのが普通で，相乗効果で LMS（Learing

る学生評価の利用」
「初年次学生サポートへの ED

Management System）の利用率が高いようです。

の寄与」です。研究方略の検討は，
調査すべき項目，

次に，Business School Teaching & Learing Assessment

先行研究，証明可能なリソースを明示するという枠

の Eric Metzler 氏にお話を伺いました。インディ

組みで進められ，現実的なプランをつくる作業にな

アナ大のビジネススクールでは，計画的にカリキュ

りました。グループメンバーはそれぞれの ED に関

ラムの評価が行われています。ビジネススクール全

する知識を結集させ，また国による大学のシステム

体としての目標設定，目標に対応したカリキュラ

の違いを説明し合う必要があり，より濃蜜な内容の

ム，それぞれの授業の目標，そして各課題の評価基

討論となりました。

準の設定を，授業担当教員１人ひとりと面談しなが
ら行っていったそうです。また，ビジネススクール

インディアナ大学

としての到達目標には，アカデミック的な内容だけ

９月 24 日には米国・インディアナ大学を訪問し，
高等教育関連の４つの部署の担当者にお話を伺いま

でなく，学生の教育能力をも含めています。
最後に，Scholarship of Teaching and Learning
の George Rehrey 氏にお話を伺いました。教育に

した。
まず，Center for Instructional Consulting の Lisa

関する evidence-based の研究を希望する教員は，

Kurz 氏に，教員を対象とした教育コンサルティン

スカラーシップ支援のプロジェクトに応募して，研

グの話を伺いました。日本では教員向けのコンサル

究と実践を行うことができます。たとえば「ティー

ティングを行っている大学はほんの一握りで，利用

チングにおける視覚的効果を向上させる方法」など

する教員も非常に少ないのですが，ここでは１対

10 以上のプロジェクトが現在もこの支援のもとに

１のコンサルテーションが年間 300 回も利用され，

活動しています。

（山田 邦雅）

内容的にも，iPad を利用した授業など最新の話題

写真 1

写真２

ダルハウジー大学での発表
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写真３

インディアナ大学

北大・ソウル大合同シンポジウム「新世代の学習サポート」
北海道大学とソウル国立大学校（以下ソウル大

る正課外学習サポートの紹介がありました。ソウ

と略記）は 1998 年から毎年，合同シンポジウムを

ル大では，大きく分けて 4 種類の入試方法があり，

開催しています。第 13 回の今年は北大で，11 月

入学する学生の背景や学力も非常に多様化していま

25 日の全体会のほか計 12 の分科会が開催されま

す。入試方法の違いにより，入学後の平均 GPA に

した。

は最大で 0.8 もの差が生じ，その差は卒業時までほ

高等教育推進機構でも 26 日に，昨年に引き続

とんど変わらないそうです。こうした状況の中，特

きソウル大の Center for Teaching and Learning

に GPA の低い層への対策として，CTL では次のよ

(CTL) と共催で，
「新世代の学習サポート」という

うなサポートを実施しています。

テーマで分科会を行い，本機構から 11 名，ソウル

・自己診断ツール : 学生が自身の学習スタイルを
診断するためのツールで，ウェブページからも

大 CTL からは 5 名が参加しました。

利用できる。

午前のセッションでは，高等教育開発研究部門
の細川教授による分科会の趣旨説明の後，ソウル大

・個別およびグループを対象とした学習相談制度 :
時間管理や学習方法，レポートの書き方など，

での取り組みについて 4 件の報告がありました。
はじめにミン・ヒェリ准教授より授業評価・改

アカデミック・スキルに関する相談を受け，指

善に関する研究が紹介されました。この取り組みで

導を行う。これまで 7 ヶ月間で 100 名を超える

は，教員の授業能力をティーチング・コンピテン

利用者があった。

シーとして分析し，数値的に評価することを目指し

・“Learn How to Learn” ワークショップ : GPA

ています。そのために，実際の授業の様子をビデオ

の低い学生など，特定のグループを対象にプロ

撮影し，それをもとに教員の自己評価，CTL スタッ

グラムを設計し，アカデミック・スキルの指導

フによるコンサルティング，および学生評価を組み

やメンタリング，個別学習相談などを集中的に

合わせて分析します。参加者からは，ビデオ撮影に

行う。

よる授業分析・改善方法として知られる「マイクロ

・理系基礎科目のサポート : 基礎科目に関する個別

ティーチング」との関係について質問があり，両者

相談や集中セミナー，成績上位者向けのプロジェ

の有効性などが議論されました。

クトコースなどが用意されている。

次に，イ・ヒウォン准教授からソウル大におけ

今後は，学生支援の学内関係部局との連携を強
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めること，アドバイザー制度なども取り入れた教員

学生だけでなく課題を与える教員にも，グループ

との協力体制を整えること，および成績上位者向け

ワークに対する意識の改善が必要との報告でした。

のサポート体制をさらに充実させることなどが課題

午後からは本学における学修支援活動を紹介し

とのことでした。本学での今後の学習支援にとって，

ました。まず，高等教育開発研究部門の山田特任准

ソウル大の幅広い活動の様子はどれも参考になるも

教授が，学修支援体制強化の背景として，来年度か

のばかりでした。

ら開始される総合入試制度について説明しました。

続いて，イ・スヒョン准教授より CTL 内のアカ
デミック・ライティング・ラボ (AWL) で行われた

ソウル大の参加者からは，総合入試の特色に関心が
集まりました。

優秀論文コンテストについて報告がありました。寄

続いて，アカデミック・サポートセンターの前

せられた論文は優れたものが多く，内容を分析し

田展希アドバイザー補佐が，センターで準備してい

て，「良い」論文に共通するさまざまな要素や，分

る進路相談体制について紹介しました。
また，センターで実施している「学習サポート」

野ごとの特徴が浮かび上がりました。分析結果は，
AWL での添削や指導の際にも利用されているそう

と「学習スキルセミナー」に関して，これまでの実

です。参加者からは，論文の評価の方法や表彰制度

施状況などを斉藤が報告し，学修支援や総合入試制

などについて実際的な質問が出されました。

度の分析・検証・評価について，宮本淳アナリスト

午前の最後は，イ・ヘジョン准教授より Team

が紹介しました。中でも，本学の研究資源を学生に

Project Based Learning (TPBL，グループごとに

わかりやすくまとめた「アカデミック・マップ」が

課題に取り組む学習 ) についての研究報告がありま

紹介されると，参加者は興味津々の様子でした。

した。TPBL は，最近重視されているコミュニケー

さらに細川教授から，本学ピア・サポート室の

ション能力やリーダーシップなど「社会的な」能力

これまでの活動内容と，現在構想中の活動内容につ

の育成に適していると考えられています。この取り

いて紹介がありました。

組みでは，その効果を明らかにするために，実際に

最後に総括として，ソウル大 CTL センター長の

TPBL を行った学生の意識調査を行い，実態を分析

イ・ジェヨン教授が，学生にとって有益なサポート

しています。この結果，成績上位者はグループワー

を提供するためには，今回のように互いがそれぞれ

クでも作業のほとんどをひとりで行ってしまい，一

の取り組み・工夫を紹介して意見を交換できる場は

方その他の学生は自分に割り当てられた課題のみを

貴重であり，今後も連携してアイディアを共有して

こなすだけで，いずれにとってもグループとしての

いくことが重要であると述べられ，分科会は終了し

共同作業が生まれにくい，ことが見えてきました。

ました。

写真１ 「学習サポート」の報告

写真２
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（斉藤 準）

イ・ジェヨンセンター長の総括

