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Abstract ─  Hokkaido University has been holding two-day workshops on education for new faculty 
members since 1998. Using these experiences, we have been working to construct a new two-day FD 
workshop for mid-career faculty members.  Finally we started a new periodic workshop in 2011. 
     The theme of this new workshop is management for education. It is designed for faculty members 
who want to enhance their management abilities to improve education in a variety of situations, and 
who have worked more than 5 years in their institutes. 
     This workshop, held on December 9-10, 2011, had 20 participants from Hokkaido University and 
2 from other institutes. The participants were divided into 4 groups, and each group was expected to 
solve a given problem about university education. The workshop consisted of 4 main steps: (1) one 
about background and issues, (2) one about management by objective, (3) one about an agenda for 
action and (4) one about the personal objective and agenda.  Each step consisted of a short lecture, a 
group discussion and a presentation.  We report the contents of the workshop, the participant s’ con-
clusions and the results of a questionnaire.
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1.  はじめに

　平成 23 年 12 月 9～ 10 日，北海道大学高等教育
推進機構高等教育研究部高等教育開発研究部門の主
催で，中堅層の大学教員向けの FDワークショップ
が行われた。中堅層の大学教員を対象としたFDワー
クショップを定期的に行っている大学はまだほとん
どなく，全国的に見ても新しい取り組みである。中
堅層は，とくに研究中心で採用され活動を行ってき
た世代であるため，FDを敬遠するイメージがある
が実際にはどうであろうか。本稿では，「教育改善
マネジメント・ワークショップ」と題して行った中
堅教員 FDワークショップの内容と参加者に行った
アンケートの結果を報告する。

2.  背景

　FDが義務化されてから，大学では何かしらの FD
が行われている。しかし，FDは世界的にみても教
員から敬遠されがちであり，とりわけ中堅以上の教
員に対し，数日に渡る FDワークショップを定期的
に開催するのは難しいと思われてきた。北海道大学
においても，現在定期的に行っているのは，着任５
年以内の新任教員に限定した FDワークショップで
ある。
　しかし，民間企業では世代ごとに相応の社員教育
がなされ，一丸となって経営を支える風潮が高まっ
ているのに対し，大学が構成員の成長を促すシステ
ムを持っていないのは奇妙である。とくに，組織の
活動は中堅層に依る部分が大きく，極端な話，社長，
学長よりも重要な役割かもしれない。中堅の管理職
こそが上と下とをつなぎ，組織のマネジメントを行
う現場のマネジャーなのである。
　今後，大学は生き残りを懸けて特色を出してゆか
なければならないが，組織のトップがある方向性を
示したにも関わらず，構成員がそのベクトルに合わ
せて活動しなければ，全体としての改革などままな
らないであろう。
　北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部高等
教育開発研究部門では，新しい FDワークショップ
の定期的開催に向け，学内の各部局からの研究員で
構成した次世代 FD研究会を開き研究を行ってきた。

特に，集中して議論を進めるために，次世代 FD研
究会で泊まり込みのワークショップも行った。平成
21 年 9 月 4 日に行われた第１回次世代 FD研究会
ワークショップでは，全学，学部，大学院の FDの
連携や教員に対するコンサルテーションなど，現在
の FDにない部分の補強を目指す研修内容などが提
案された。
　その後，「次世代 FD」のコンセプトを「中堅層を
対象とした FD」に絞り，研修内容の研究が進めら
れた。研究会の中で，阿部和厚北海道大学名誉教授
から，民間企業にならって中堅層には管理・運営能
力を養うワークショップを行う案が出された。これ
をもとに，第２回次世代 FD研究会ワークショップ
での試行に向けて，「教育改善マネジメント」をテー
マとしたワークショップ内容の構成を行っていっ
た。
　平成 22 年 10 月 22 日に行われた第２回次世代
FDワークショップでは，次世代 FD研究会の研究員
が自ら参加者となり，１泊２日の泊まり込み形式で，
「教育改善マネジメント・ワークショップ」が試行
された。この試行結果をもとに改良し，学外も含め
て一般に募集して開催したものが，本稿で報告する
第１回教育改善マネジメント・ワークショップであ
る。

3.  趣旨・目標

　このワークショップは，現在全学的には初任者向
け FDワークショップしか行われていないという現
状を補強する形で導入した，中堅層の教員を対象と
したものである。
　そもそも，大学教員は，雇用されている大学の社
会的存在価値を高めるために，その大学の教育，研
究，社会貢献の発展に寄与する責務がある。そして
これらがスムーズに行われるために，管理運営（マ
ネジメント）も基本任務となる。中堅以上の教員は，
とくにこの管理運営への参加を強く求められてい
る。このワークショップでは，大学の使命をふまえ
て，本学の最近の動向と現状にたった教員としての
在り方と各教員の大学における位置づけを認識し，
大学の発展，特に教育力向上への具体的行動計画を
設計し，実践できるようになることを目的とする。
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2011 年 12月 9日（金）　（会場：北海道大学・高等教育推進機構・中会議室／大会議室）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 9:00 受付　北海道大学・高等教育推進機構・中会議室
───────────────────────────────────────────────────
 9:15 挨拶　高等教育推進機構長　山口佳三 副学長・理事（10分）
───────────────────────────────────────────────────
 9:25 研修のオリエンテーション　「このワークショップの趣旨 」（10分）
  イントロダクション
 　 ミニ講義 1「目標管理の概念」（15分）【資料 1】
  ミニ講義 2「PDCAサイクル」（15分）【資料 2】
───────────────────────────────────────────────────
 10:05 アイスブレーキング（20分）
───────────────────────────────────────────────────
 10:25   ＜休憩＞　（15分）
───────────────────────────────────────────────────
 10:40 ミニ講義 3「ニーズ・背景・課題の解析と意志決定」（15分）【資料 3】
  　　+ ＜WS1 の課題の説明＞（5分）
 11:00 グループ討論室（大会議室）への移動と役割分担（5分）
 11:05 WS1 「課題のニーズ・背景の把握」（55分）
 12:00  WS1 の発表（30分）
───────────────────────────────────────────────────
 12:30   ＜昼食 ＞　（60分）
───────────────────────────────────────────────────
 13:30 ミニ講義 4「目標管理」（15分）【資料 4】　+ ＜WS2 の課題の説明＞（5分）
 13:50 グループ討論室への移動と役割分担（5分）
 13:55 WS2 「目標管理：課題解決への組織的目標設定」（55分）
 14:50  WS2 の発表（30分）
───────────────────────────────────────────────────
 15:20   ＜休憩＞　（20分）
───────────────────────────────────────────────────
 15:40 ミニ講義 5「戦略１：チームによる目標達成への行動計画　役割分担」（15分）【資料 5】
  　　+ ＜WS3 の課題の説明＞（5分）
 16:00 グループ討論室への移動と役割分担（5分）
 16:05 WS3 「戦略１：チームによる目標達成への行動計画・役割分担」（55分）
 17:00  WS3 の発表（40分）
───────────────────────────────────────────────────
 17:40 　　業務連絡　　記念写真撮影（大会議室）　　　　　　　　　　　　　　　1日目 ＜解散＞（宿泊なし）

2011 年 12月 10日（土）　（会場：北海道大学・高等教育推進機構・中会議室／大会議室）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 9:00  集合
 9:10  ミニ講義 6「戦略２：担当教員の役割目標と行動計画・役割期待」（10分）【資料 6】
  　　+ ＜WS4 の課題の説明＞（5分）
 9:25  グループ討論室への移動と役割分担（5分）
 9:30  WS4 「戦略２：担当教員の役割目標と行動計画・役割期待」（個人作業）（50分）
 10:20  「個人作業ファイル」を「目標管理総合シート」にコピー・ペイストする作業（10分）
───────────────────────────────────────────────────
 10:30     ＜休憩＞　（15分）
───────────────────────────────────────────────────
 10:45  WS4「戦略１・２の統合：個人業務，大学・学部・学科業務の統合作業」（グループ作業）（40分）
 11:25  WS4 の発表（40分）
───────────────────────────────────────────────────
 12:05     ＜昼食 ＞　（55分）
───────────────────────────────────────────────────
 13:00  ミニ講義 7「成果確認と評価」（20分）【資料 7】  
───────────────────────────────────────────────────
 13:20  総合討論，まとめ，ふりかえり（60分）
    （ワークショップについて，どういう FDが必要か？）
───────────────────────────────────────────────────
 14:20  修了証授与式（10分）
───────────────────────────────────────────────────
 14:30     ＜解散＞

表 1.  第 1 回 北海道大学 教育改善マネジメント・ワークショップのプログラム
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　より具体的には，組織において重要なポジション
である中堅層に，教育に関する管理・運営能力を高
めてもらうために以下のことができるようになるこ
とを目指すワークショップである。

1. 大学の教育力向上に貢献するために，大学の倫理
綱領，PDCA サイクルをふまえ，教育改善マネ
ジメントができる。（全体）

2. 学生中心の教育改善マネジメントができる。（対
象）

3. 同僚と協働して教育改善マネジメントができる。
（協働）
4. 大学が求める方策を的確にとらえ，教育改善マネ
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，教育改善マネジメン
トができる。（教育改善行動設計）

4.  参加状況とプログラム

　このワークショップは，平成23年12月9～10日，
北海道大学高等教育推進機構の大会議室，中会議室
で行われた。２日間のプログラム（表１）は，一連
のつながった内容のものであるが，泊まり込み形式
では行わなかった。このような形式で行ったのは，
多くの人の都合がつき易いようにとの配慮と，世話
人である教務課の希望によるものである。教務課の
職員を宿泊施設に拘束してしまうと，研修会の運営
業務は一時的なものであるにも関わらず，他の業務
を全く行うことができなくなってしまうという問題
があるのである。
　学内からの参加者は 15 の研究科・研究所から 20
名，学外からの参加者は２大学から２名，世話人は
高等教育推進機構の教員３名，学務部教務課の職員
３名，名誉教授２名である（写真１）。参加者は５，
６名ずつの４グループA～Dに振り分けた。

写真 1.  第 1回 教育改善マネジメント・ワークショップの記念写真
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5.  研修内容

5.1  研修のオリエンテーション

　最初に，総長代理として高等教育開発研究部門長
の細川教授より挨拶が行われ，続いて「このワーク
ショップの趣旨」が説明された（写真２）。この後，
ミニ講義（写真３）とグループ討論（写真４）・討
論結果の発表（写真５）のセットでワークショップ
は進行してゆくが，それぞれの概要を以下にまとめ
た。

5.1.1  ミニ講義１「目標管理の概念」
　大学は大学設置基準で組織的連携体制を確保しな
ければならないことが規定されている。現実問題と
しても，大学は存亡を懸けて，教員全員参加の組織
的取り組みによる差別化・独自化が必要である。つ
まり，大学教員は大学の管理運営に参加する責務が
あるのである。そして，大学は学生があって成り立
つものであるから，教員は特に教育に関わるマネジ
メントを行ってゆかなければならない。
　この管理運営に関しては Peter Drucker の
Management by Objectives が広く取り入れられて
いるが，このベースは組織の満足と個人の満足の両

写真 2.  細川敏幸教授のミニ講義 写真 3.  阿部和厚名誉教授のミニ講義

写真 4.  グループ討論 写真 5.   発表
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者を同時に達成することである。このうち個人の満
足は，組織が求める目標達成に自らの意志で貢献し
たということからくる。教員個々人は，組織のため
に自分の目的を明らかにし，戦略を立て，実行し，
その結果を評価し，改善してゆくことになる。この
ために中堅教員は，問題を解析し意思決定して行動
に移すマネジャーとならなければならない。
　教員がマネジャー，そしてリーダーとして組織に
貢献してゆくためには以下の能力・条件が必要であ
る。

・ 目的を明確にするためのコミュニケーション能
力

・ 自分・他人の継続的開発・育成能力
・ 目標設定のイノベーション力
・ チームワーク力
・ 真摯さ
・ 人の強みを利用
・ 成果の評価能力
・ 時間の管理能力
・ 貢献に焦点をあてる能力
・ 重要なことへの集中力
・ 成果のための意思決定力

5.1.2  ミニ講義２「PDCAサイクル」
　大学の教育の質は，大学の教育プログラム，教員
組織，社会貢献などについて，PDCAサイクルとし
ての内部質保証システムが機能しているかどうかで
評価される。PDCAサイクルは，以下の４つの要素

からなる。

・ PLAN  -----適切な方針，具体的な行動計画と方
法，これらの情報共有

・ DO  ---------計画の下位目標，個人目標に沿った
実行，動機づけの活動

・ CHECK  ---目標・計画との照合という観点での
客観的・定常的評価とその信頼性・
妥当性を高める工夫

・ ACT  -------評価をもとにした改善方法，問題の
原因把握と適切な処理

　また，質向上のための管理運営システムとして以
下のような整備が必要である。
・質向上への意識の浸透
・目標の実現を目指したものとなっていること
・役割と責任が明確
・継続的に質の向上が可能

5.2  ブレイン・ストーミング

　実際には，上層部から課題が提供される場合が多
いが，ここでは，どのような課題が存在するかの把
握と情報共有のためのミーティングに見立てて，ブ
レイン・ストーミングを行う（写真６）。

　＜課題＞：教育で困ったこと，改善を要すること
をたくさんあげて大学全体，学部・学科での対応に
分類して下さい。

5.3  問題点と対策

5.3.1  ミニ講義３「ニーズ・背景・課題の解析と意
志決定」

　目標は既に上位目標として決められている場合が
多い。この目標を具体化するために，リーダーは構
成員との相互コミュニケーションにより，ニーズ・
課題を具体的に整理・検討する必要がある。これを
もとに意思決定を行う。
　意思決定の場は会議であるが，会議では以下の点
がポイントとなる。

・ 議長がその日の会議の到達目標を把握している写真 6. ブレイン・ストーミング
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・ 議長は相手に話させ，目標に向けた交通整理の
ための発言をする

・ 会議は最小限の人数・回数で行う
・ 意思決定に関わる全員に結果報告する

5.3.2 ワークショップ１「課題のニーズ・背景の把
握」

　ミーティングに見立てて，課題の背景・ニーズの
解析を行う。このミーティングによる意見交換によ
り，何を目指して何をするのかの意思決定のための
情報整理を行う。現状はどうか，何が問題で原因は
何か，学生・社会は何を求めているかを記録し，可
視化してゆく。

＜ワークショップ 1の課題＞：
　メインテーマを「北海道大学の国際化」とします。
各グループは下記の対応するサブテーマについて，
背景とニーズを解析して，ワークシート１に記入し
て下さい：

サブテーマA　「留学生を増やす」
サブテーマ B　「学部留学生の日本語教育」
サブテーマ C　「日本人学生が留学するようにし

向ける」
サブテーマD　「大学院生教育（専門の研究以外）」

　ワークショップ１での成果物の1例として，グルー
プAによるものを表２に示す。

表 2.  ワークショップ１：グループAの成果物



-84-

Kunimasa Yamada et al. : A Report on the New FD Workshop for Mid-Career Faculty

5.4  目標設定

5.4.1  ミニ講義４「目標管理」
　マネジメントは，目標を明確にすることから始ま
る。そして，目標は１人では達成できないため組織
が構成される。組織の基本は，仕事と責任の分担，
相互の協働，変化に対する柔軟性，そしてあくまで
目標達成のための手段としての集団であることであ
る。
　そもそも組織もマネジメントも学生という顧客の
ためのものであり，社会情勢に合わせた継続的な質
の高い教育を提供することを目指さなければならな
い。そのために，大学は独自性，他との差別化を明
確にしてゆかなければならないが，これはチャレン
ジングなことである。提案に対し全員が賛成すると
きは既に時期を逸しており，それはチャレンジでは
ない。また，現状維持もチャレンジではない。チャ
レンジングな目標には，難易度の高さ・困難さ，達
成時の価値の高さ，大学への貢献度の高さが必要で
ある。
　組織目標は，上位目標に基づくものであり，かつ
組織自体の理念・目標に合致したものでなければな
らない。そして学生を中心とした多面的な方向から
の目標となっており，実現性・重要性・戦略性をもち，
リーダーがコントロール可能で，成果の評価が可能
なものでなければならない。
　このような組織目標の策定には，組織内外での情
報収集，問題の発掘，時期的なチャンスを生かすた
めの工夫が必要である。そしてこれらは，構成員が
参加して行われなければならないが，そのために問
題意識の共有，方向性の共有，情報の共有が必要で
ある。

5.4.2  ワークショップ２「目標管理　課題解決への
組織的目標設計」

　組織目標は，以下の要素を踏まえて検討し，成果
を測定可能な内容・表現でまとめて可視化する。

１. 組織の使命
２. 理念・教育目標の達成
３. 学生中心（学生の期待に応える）
４. 多面的な視点から

５. 実現性・重要性・戦略性
６. リーダーシップのコントロールが可能
７. 必要な価値，成果の評価
８. チャレンジングな内容

＜ワークショップ２の課題＞：
　各グループは，WS１における課題の背景とニー
ズの解析から問題を選んで，その問題の解決のため
の組織的目標を設定し，目的，目標カテゴリ，目標
項目，達成基準をワークシート２（「目標設定ワー
クシート」）に記入して下さい。

　ワークショップ２での成果物の1例として，グルー
プAによるものを表３に示す。
   　
5.5. 実施事項

5.5.1 ミニ講義５「戦略１：チームによる目標達成
への行動計画　役割分担」

　行動計画は，誰が，いつまでに，何を，どのように，
どの程度まで行うかを明らかにする。
　「誰が」については，まず人の強みを知り，それ
を生かすこと，そして，恊働・コミュニケーション
により，情報を共有し，客観的に物事を見るための
環境作りを行い，その中で構成員はお互いに何かを
してもらい，期待するものを提供する持ちつ持たれ
つの関係を作ることが重要である。
　「いつまで」は，タイムスケジュールの構成であ
るが，何が重要であるかを把握し，それを中心に作
成する。
　「何を」で考慮すべき点は，その時勢におけるチャ
ンスを物にするための内容が入っていることであ
る。実際には，時期を逃さないために，普段からの
準備が必要である。
　「どのように」は，具体的な行動である。これは，
予想される障害は何か，それに対応してどのよう
に行動計画を修正するかを考えて作成する必要があ
る。
　「どの程度まで」は，評価の際の測定基準を明ら
かにすることである。これによって，成果を測定し，
改善ができるようになる。



-85-

J. Higher Education and Lifelong Learning 19 (2012) 高等教育ジャーナル̶高等教育と生涯学習̶19（2012）

5.5.2 ワークショップ３「戦略１：チームによる目
標達成への行動計画・役割分担」

　目標項目ごとに，何を，どのように（実施方法），
いつまでに（期限），担当は誰か（実施担当者）な
どの行動計画を決める。

＜ワークショップ 3の課題＞：
　各グループは，WS２において設定した目標につ
いて，目標項目ごとに，何を，どのようにするのか（実
施方法），いつまでに行うか（期限），担当は誰か（実
施担当者）などの行動計画を決めて，ワークシート
３（「行動計画と役割分担」ワークシート）に記入
して下さい。

　ワークショップ３での成果物の1例として，グルー
プAによるものを表４に示す。

5.6  個人の役割

5.6.1 ミニ講義６「戦略２：担当教員の役割目標と
行動計画・役割期待」

　目標の達成は，個々の担当者が組織目標にもとづ
いた役割目標を達成することで実現する。一人ひと
りの教員は，担当授業を実施するだけではなく，色々
なレベルの役割を担っている。大学として，学部・
学科として，そして担当授業として教育力向上に貢
献しなければならない。
　役割目標は，自分に期待される役割を考慮して作

表 3.  ワークショップ 2：グループAの成果物
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表 4.  ワークショップ 3：グループAの成果物

成する。個人に期待されることは，リーダーの指示
に従うこと，必要な知識・技能の習得，組織に貢献
する役割目標の達成，そして結果報告である。
　行動計画の作成では，特にチームワークと自己実
現に向けてのモチベーションの形成が重要となる。
　チームワークのポイントは，リーダーシップ，他
のメンバーの補助や相乗効果のための協働，組織目
標に貢献するために個々が役割をまっとうすること
である。特に個人の使命・職位を明確にする必要が
ある。
　また，個々が自己実現に向けてモチベーションを
上げてゆくためには，大学の理念・目標への忠誠心

と貢献への決意をベースとした上で，行動計画を，
自分の強みを出すことができ，チャレンジ性があり，
責任があり，自分で意思決定を行うものとして構成
する。行動計画では活動の焦点化のため，仕事にウ
エイトを明記するとよい。

5.6.2.  ワークショップ４「戦略２：担当教員の役割
目標と行動計画・役割期待」

　組織目標は，役割分担者の実行により達成される。
そのための役割分担者の行動計画は個々人が自分で
作成する。この行動計画は，優先事項や他との連携
に注意し全体スケジュールに合わせる必要がある。
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＜ワークショップ４の課題 (1)（個人作業）＞：
　各教員は，WS３において与えられた役割を実現
するために，ワークシート４（「個人目標役割シート」
ワークシート）の項目を検討して記入して下さい。

＜ワークショップ４の課題 (2)（グループ作業）＞：
　各メンバーが作成した「個人目標役割シート」の
内容を「目標管理総合シート」にコピー・ペースト
して下さい。

＜ワークショップ４の課題 (3)（グループ作業）＞：
　各グループ内で，各メンバーが役割実施の発表（各
２分程度）（写真７）を行ったのち，組織化（実施
内容の確認，合意，実施の開始）を行い，「目標管
理総合シート」を調整して，完成させて下さい。

　ワークショップ４での成果物の1例として，グルー
プAの１メンバーによるものを表５に示す。

5.7  ミニ講義７「成果確認と評価」

　実施された取り組みは定期的に個人，リーダー，

写真 7. 全メンバーの 2分間発表

マネジャーなどとともに中間評価を行い，最終的に
は総括評価を行う。評価では，決定事項と成果をま
とめ，期待されていた成果と実行された成果の比較
をし，決定と成果の傾向を把握する。そして，行動
を修正するための情報を得て次へ反映させる。
　このような評価による改善は，活動に定常的な変
化を与え，組織の活性化をもたらす。また，評価に
よる役割目標の到達度の確認により，自己実現の欲
求が満たされ，さらなる自己開発へのはずみとなる。
評価において考慮すべきことは，個人の業績を公正
に，優れた成果は高く評価することで，個人のモチ
ベーションを上げるようにすることである。

5.8. 総合討論，まとめ，ふりかえり，修了証授与式

　ここでは参加者全員に，このワークショップに関
して，良かった点，悪かった点，改善案を中心に意
見を聞いた。紙のアンケートに記入してもらいなが
ら，それをもとに口頭で発表してもらった。この結
果については「６．アンケート結果」を参照されたい。
　そのあと，修了証授与式がグループごとに行われ
た（写真８）。

写真 8. 修了証書授与式
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6.  アンケート結果

　最後に総合討論を行いながら，ワークショップに
関するアンケートを行った。今回が第１回であるか
ら，参加者がこのワークショップを客観的に評価し
た内容は，今後の改善に大きな影響を与えるであろ
う。質問は以下のような簡単なものである。

1. 全体として満足度はどうでしたか？
とても満足　やや満足　普通　
やや不満　とても不満

2. このワークショップで良かった点をあげて下
さい。

3. このワークショップで悪かった点をあげて下
さい。

4. 具体的な改善案があれば教えて下さい。

　まず，全体としての満足度の結果は，表６のよう
になった。やや満足とやや不満に回答が集中して
いる。他部局の方との交流やマネジメントという新
鮮さが満足につながり，ワークショップの構成の不
完全さが不満へつながったのではないだろうか。表
７は北大着任５年以内の教員を対象とした新任教員
を対象としたワークショップでのアンケートのうち
「内容の価値についてどう評価しますか？」という
質問の過去６回分を集計したものである。シラバス
の書き方をベースに，教育の基本を学ぶ内容のもの
であるが，評価は高い。しかし，構成をブラッシュ
アップしてゆくことで，この FDワークショップに
おいてもこの程度の満足度を実現してゆきたい。
　表８は，このワークショップの良かった点につい
ての回答を，意見を整理し，重複するものを統合し

表 5.  ワークショップ４：グループAの成果物
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表 6.  中堅 FDの満足度

全体としての満足度はどうでしたか？

とても満足 やや満足 普通 やや不満 とても不満 無回答
 1 8 1 5 1 1
 5.9% 47.1% 5.9% 29.4% 5.9% 5.9%

表 7.  過去３年間（H21～ H23）の初任 FDの評価

内容の価値についてどう評価しますか？

 きわめて かなり いくらか 価値 価値
 価値あり 価値あり 価値あり 少ない 無し
 19.1% 51.1% 24.5% 5.3% 0.0%

（メンバー 1名分）
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表 8.  このワークショップで良かった点をあげて下さい。

・ 他部局の方との交流
・ 方法論を改めて整理できた
・ FDを体験できた
・ 実際に応用できそう
・ 世話人が真摯の一例となっている
・ 全学的な視点を体験できた
・ 資料や準備がよくできていた
・ 短時間で成果を出す訓練になった
・ 組織の一員である認識が深まった
・ 目標達成のための階層的な進め方の学習になった
・ グループディスカッションが新鮮であった
・ 他教員の能力の高さを認識できた
・ 細かな部分にまで落とし込む手法
・ 時間的な長さが適切であった
・ 我流のマネジメントに足りないことを学習できた
・ 国際化の問題点を考えることができた
・ 宿泊形式ではなく参加しやすかった

表 9.  このワークショップで悪かった点をあげて下さい。

・ミニ講義の時間オーバー
・世話人のパソコン不慣れ
・学ぶものが何もない
・平日はフル参加しにくい
・ミニ講義が抽象的・一般論的すぎ
・テーマに関する情報を調べられない
・目的がぼやけている
・理論だけで具体例がない
・制約条件がはっきりしない
・プランを立てる際に先行事例を参考にできない
・トップダウン式を強要すべきではない
・研究との関係が抜けている
・シミュレーションなのか，実際に問題解決するためのものなのか
途中まで解らなかった

・項目の書き込み方が解らなかった
・課題テーマが幅広すぎる
・ボトムアップの視点がない
・記入例が説明と一致していない
・時間に追われている
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表 10.  具体的な改善案があれば教えて下さい。

・マネジメントのプロに講習を依頼すべき
・具体的な制限のある課題にすべき
・まず教育業績評価があるべき
・資料やネット環境を用意すべき
・大学を離れた場所で開催すべき
・時間的余裕を作るべき
・中堅に限る必要はない
・成果物は大学にフィードバックすべき
・１日にすべき
・真剣さを増してほしい
・座学の要素をふやしてもよい
・現実の問題か根本的問題を扱うべき
・参加者同士の討論の時間を入れるべき
・テーマを予習できるようにすべき
・Excel は毎回別にすべき
・発表は前回の結果も見ることができるように２画面にすべき
・講義のスライドは最小化すべき
・問題解決型 FDにすべき
・何をどこまでできるようにするのか示すべき
・Scrap and Build の Scrap を入れるべき
・課題の説明のところに記載例を入れるべき

たものである。
　テーマとは別の部分として，他部局との交流，グ
ループディスカッション，FDの体験など，FDワー
クショップの基本的な部分を評価している意見があ
る。世話人側としては，中堅層に対し初任者向けワー
クショップの内容や構成は知っていることを前提と
していたが，そうではない参加者も少なくない。
　表９は，このワークショップの悪かった点につい
ての回答をまとめたものである。
　ほとんどの意見が，構成・準備の不行き届きから
くるものである。これらは修正可能なものが多いの
で，今後の改善により満足度を上げることが可能で
あると思われる。
　ワークショップへの具体的な改善案の意見をまと

めたものが表 10 である。これは，悪かった点を修
正するための意見が中心となっている。

7.  まとめ

　このワークショップは，マネジメントスキルの習
得が名目上のテーマとなっているが，根底にある大
きなテーマは，大学教員も組織の一員であり，個人
が組織の改善のためにこれだけ貢献できるのだとい
うことを実感してもらうことである。ワークショッ
プ４で，一人ひとりにそれぞれの役割目標・行動計
画を実際に作成してもらうのは，これを実感しても
らう大切な部分である。現実的には，外部資金への
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応募の書類に記入するスケジュールの構成に役立つ
かもしれないが，テーマはもっと重く，一人ひとり
の気づきを促すことを狙っているのである。
　そもそも，FDは講演会では効果がない，ワーク
ショップならある程度身に付くと言われるが，ワー
クショップであってもいざ日常に戻ってしまうと，
以前と変わっていないのが現状ではないだろうか。
中堅層のための内容というよりも，どのようにした
ら研修内容を身に染みて実感してもらえるかの方
が，研修内容の構成において注意が注がれた点であ
る。
　実際にシミュレーション型のワークショップを
行ってみると，このような狙いを実現するには，か
なりリアリティーを入れてゆく必要性を感じた。大
学では，そもそも構成員に組織自体が破綻してしま
うかもしれないという意識が薄い。組織全体として

の個性を出せず，成す術もなく破綻してゆく大学の
実例を紹介し，リアリティーを持ってもらうことは
できないだろうか。また，内容もワークショップの
中だけのことだと思われてしまっては効果が薄い。
ワークショップでの成果を大学にフィードバックす
る仕組みを入れ，現実世界につなげられないだろう
か。
　アンケートや実際の参加者の反応を見ると，やは
りワークショップの構成の不行き届きに対する不満
が目立つ。今回が第１回目であり，イベントとして
の不手際が多かったのは事実である。ワークショッ
プでは，ちょっとした不満がワークショップ自体の
意義への共感を下げてしまう。もっと整備がなされ，
構成員としての意識の変化に関する意見が聞けるよ
うになると，このワークショップの真価についての
判断ができるであろう。


