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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

教育活動は「信頼」を基礎とする活動である。「信頼」とは、行為の対象者からの期待に応えている

状況を指す。親や政府が、高等教育の高額な授業料や予算を負担するのも、彼らが高等教育に何らかの

期待をし、高等教育機関がその期待に適切に対応しているからにほかならない。学生が学業に一生懸命

取り組むのも、そのプログラムや授業にある種の期待をかけてのことである。もし、大学がそのような

期待に沿わない対応をし、その結果、政府・親・学生から期待されなくなれば、その大学や教育プログ

ラムは存続が困難になる。 

そのような状況を避けるため、各教育プログラム担当教員会においては、自身の教育活動の PDCA を

適切に展開していると思われる。すなわち、教育目的（時代の求めや学問的な必要性）に即して、教育

プログラムを開設・実施し、学生の学習成果をふまえて、教育目的・教育プログラム・教育方法を見直

していることだろう。大学・大学院設置基準によって、その過程の一連の活動として、FD 活動（教員能

力開発活動）を実施することが義務化されている。全学 FD部会では、数年前から、教育プログラム全

体の FD 活動を補足・支援するために、様々な研修活動を提案・展開してきた。今年度からは、新任教

員研修プログラムも実施し始めた。 

本報告書は、昨年度、全学・部局レベルで実践された FD 活動の成果報告書である。本報告書が、各

部局・教育プログラムにおいて、自身の教育改善に効果的な FD活動を開発するための一助となればと

願っている。 

 

最後に、本報告書作成にご協力いただいた各部局の FD活動担当教職員のみなさまには感謝申し上げ

たい。 

 

大膳 司 

（人材育成推進室 FD 部会長、 

高等教育開発センター教授） 
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平成平成平成平成 25252525 年度広島大学年度広島大学年度広島大学年度広島大学新採用教職員研修（新採用教職員研修（新採用教職員研修（新採用教職員研修（4444 月期）報告書月期）報告書月期）報告書月期）報告書    

 

2013 年 5 月 

人材育成推進室（FD 部会） 

 

 本学の理念・目標など大学運営の基礎となる事項について理解するとともに，職務に必

要な基本的知識を習得し，現場で不明な点があった場合に速やかに適切な対応がとれるよ

うになることを目的として，平成 25 年度新規採用教職員を対象に開催しました。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

主 催：人材育成推進室 

日 時：平成 25 年 4 月 2 日（火）13：05～15：50 

場 所：（東広島キャンパス）中央図書館ライブラリーホール 

    （霞キャンパス）   基礎・社会医学棟 セミナー室 2 TV 会議 

       （東千田キャンパス） 第 8 演習室 TV 会議 

内 容： 

参加者：94 名（内 教員 59 名） 

13:05 開 会 人材育成推進室 

13:10 講 話 学 長 

13:30 広島大学職員として 

○広島大学の歴史 

○「いろは」の使用方法 

 

文書館 

総務グループ 

13:55 広島大学の教育について 理事・副学長（教育担当） 

14:15 広島大学の研究について 理事・副学長（研究担当） 

14:35 広島大学の社会連携について 理事・副学長（社会産学連携･広報・情報担当） 

14:45 広島大学の大学経営企画について 副学長（大学経営企画担当） 

14:55 休 憩 

15:05 広島大学職員として 

○研究費等の適正な使用 

○ハラスメントの防止 

○情報漏えい防止 

○安全管理 

○就業規則・服務関係 

○男女共同参画の取組 

○図書館 

 

財務企画グループ 

ハラスメント相談室 

人事グループ 

15:45 閉 会 人材育成推進室 
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Ⅱ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケート（回答者数 82 名）※自由記述は後述 

Q1_a) キャンパス区分 

1 東広島 57 

2 霞 24 

3 東千田  1 

 

 

Q1_b) 身分等 

1 教員 47 

2 職員 21 

3 その他 10 

 

 

 

Q1_c) 年齢 

20 代 32 

30 代 40 

40 代  7 

50 代  2 

 

 

 

Q2_a) 実施時間について 

1 長い 31 

2 適当 44 

 

 

 

 

Q2_b1) 学長講話について 

1 非常に有意義だった 11 

2 有意義だった 56 

3 どちらともいえない 12 

4 参考にならない  1 

60%
27%

13%

0%

40%

49%

9%

2%

41%

59%

14%

70%

15%

1%

70%

29%

1%
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Q2_b2) 広島大学の職員として(広島大学の歴史)について 

1 非常に有意義だった 19 

2 有意義だった 51 

3 どちらともいえない  9 

4 参考にならない  1 

 

 

Q2_b3) 広島大学の職員として(「いろは」の使用方法)について 

1 非常に有意義だった 18 

2 有意義だった 33 

3 どちらともいえない 23 

4 参考にならない  7 

 

 

Q2_b4) 広島大学の教育について 

1 非常に有意義だった 19 

2 有意義だった 53 

3 どちらともいえない  8 

4 参考にならない  1 

 

 

Q2_b5) 広島大学の研究について 

1 非常に有意義だった 20 

2 有意義だった 53 

3 どちらともいえない  7 

4 参考にならない  1 

 

 

Q2_b6) 広島大学の社会連携等について 

1 非常に有意義だった 10 

2 有意義だった 42 

3 どちらともいえない 26 

4 参考にならない  4 
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Q2_b7) 広島大学の大学経営企画について 

1 非常に有意義だった 13 

2 有意義だった 44 

3 どちらともいえない 20 

4 参考にならない  2 

 

 

 

Q2_b8) 広島大学の職員として(研究費等の適正な使用)について 

1 非常に有意義だった 19 

2 有意義だった 48 

3 どちらともいえない 11 

4 参考にならない  1 

 

 

Q2_b9) 広島大学の職員として(ハラスメントの防止)について 

1 非常に有意義だった 14 

2 有意義だった 46 

3 どちらともいえない 17 

4 参考にならない  1 

 

 

Q2_b10) 広島大学の職員として(情報漏えい防止～図書館)について 

1 非常に有意義だった 19 

2 有意義だった 47 

3 どちらともいえない 13 

4 参考にならない   
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Ⅲ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えて    

大膳 司 

高等教育研究開発センター教授 

FD 部会部会長 

 

 本研修会は，新規採用された教職員を対象に，職務に必要な基礎知識を習得してもらい，

職務を適切に対応していただくことを目的に実施された。 

受講者の自由記述を読んでみると，どの講話に対しても良否の評価が示されている。お

そらく，受講者のおかれた立場や興味・関心によって各講話に対する評価に違いが現れた

ものと考えられる。 

とはいえ，講師の皆様には，受講生から積極的な評価がもらえるよう工夫・改善に努め

ていただきたいという思いで，以下に，良否のポイントを示してみたい。 

まず，多くの参加者が「有意義だった」と回答した講話の特徴を，自由記述から取り上

げてみると，新規な内容であった，興味深い内容であった，重要な情報であった，わかり

やすい内容であった，などが指摘されていた。 

逆に，3 割以上の参加者が「有意義」とはいえないと回答していた講話の特徴を自由記述

から取り上げてみると，スライドや配付資料の文字が小さくて見えにくかった，説明だけ

では理解できなかった，テーマと内容が異なっていた，何が言いたいのか伝わってこなか

った，などが指摘されていた。 

以上をまとめると，講師の皆様には，講話の目的からみて，伝えたい内容は適切で鮮明

か，配付資料や画面への提示資料はその内容を伝えるに相応しい形式か，受講の内容が受

講生に理解できるような話し方となっているか，などをふまえて講話していただくことが

求められている。 

次に，プログラム全体の構造，特に，時間数に対する評価をみると，参加者 75 名中 31

名（41.3％）が「長い」と回答していた。実は，2 年前は，ほぼ同じ講話項目で朝から夕方

まで 8 時間かけて実施していたものを，研修会が「長い」という評価に対応して，徐々に

短縮し，今年度は 2 時間 40 分となっている。所要時間が 3 分の 1 になったにもかかわらず，

研修時間数に対する評価は改善していない。 

このような研修会が「長い」との評価に対応するためには，講話項目を見直したり，各

講話時間数を短縮するなどして研修会時間数を量的に短縮する努力が求められているのか

もしれないが，このような評価が示された理由の一つに，聞きたくもない話を聞かされて

いる，という受講生の気持ちがあるのかもしれない。もしかしたら，本学の大学生の中に

も同じ気持ちで授業に出席している者がいるのではないか。そうであれば，本研修会は，

大学生の気持ちを自身の経験を通して理解していただくという良い経験を教職員に提供し

たとも言える。研修会を改善するために実施したアンケート調査結果をどのように活用す

るかについては，その評価結果をどのように解釈するかという課題が残されている。 

10 月にも同様の研修会が開催される予定になっている。調査結果や考察をふまえて，研

修会の質・量の改善に努めていきたい。 
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広島大学全学広島大学全学広島大学全学広島大学全学 FDFDFDFD－平成－平成－平成－平成 25252525 年度年度年度年度 TATATATA 研修会研修会研修会研修会((((基礎編基礎編基礎編基礎編))))－報告書－報告書－報告書－報告書    

 

2013 年 6 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

 TA(ティーチング・アシスタント)として教育支援に携わる大学院生が，その職務を果たすために必要

な心構え，基礎的知識・技能を習得することを目的として，平成 25 年度新任 TA 及び TA を雇用する教

員を対象に実施しました。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

主 催：人材育成推進室(FD 部会) 

日 時：(東広島)平成 25 年 5 月 8 日(水) 

         <個別セッション>15:10～16:10(希望者のみ) 

         <全体セッション>16:20～17:50 

     ( 霞 )平成 25 年 6 月 7 日(金) 

         <個別セッション>15:10～16:10(希望者のみ) 

         <全体セッション>16:20～17:50 

場 所：(東広島)総合科学部 K 棟，L 棟講義室 

     ( 霞 )医学部基礎・社会医学棟セミナー室 2，チュートリアル室 

 

内 容： 

<個別セッション> 

(1)安全衛生講習(実験担当 TA 対象) 財務・総務室総務グループ 

環境安全センター(東広島のみ) 

(2)Special Session for International TAs 丸山 恭司 FD 部会員(教育学研究科・教授) 

 

<全体セッション> 

16:20 開会 

司会：(東広島) 山口 裕毅(教育学研究科 D3) 

   ( 霞 ) 伊藤  俊 (教育学研究科 M1) 

挨拶：(東広島) 坂越 正樹 理事・副学長(教育担当) 

   ( 霞 ) 大膳  司 FD 部会長(高等教育研究開発センター・教授) 

16:25 TA になる前に知っておいてもらいたいこと 丸山 恭司 FD 部会員 

16:45 業務を行うにあたって 

・就業規則とハラスメントの防止について 

・個人情報の保護について 

・アクセシビリティ対応について 

 

財務・総務室服務グループ 

財務・総務室総務グループ 

アクセシビリティセンター 
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17:16 質疑応答 

17:20 先輩 TA 体験談 

(東広島) 近藤 隆之(生物圏科学研究科 M2) 

     杉浦 仁美(総合科学研究科 D3) 

( 霞 ) 山本 千恵子(医歯薬保健学研究科 M2) 

    上村 有加(医歯薬学総合研究科 D3) 

17:30 質疑応答 

17:40 閉会 

 

参加者数：97 名 (学生 87 名，教職員 10 名) 

 (参加者の所属) 

部局 参加者数 

総合科学研究科 9 名 

文学研究科 12 名 

教育学研究科 10 名 

社会科学研究科 1 名 

理学研究科 5 名 

先端物質科学研究科 0 名 

医歯薬保健学研究科 

(医歯薬学総合研究科，保健学研究科を含む) 
25 名 

工学研究科 10 名 

生物圏科学研究科 16 名 

国際協力研究科 5 名 

その他 4 名 

合計 97 名 

 

(内訳) 

 
個別セッション 

全体セッション 
安全衛生講習 Special Session 

東広島 
学生 4 名 10 名 55 名 

教職員 1 名 0 名 6 名 

霞 
学生 5 名 3 名 22 名 

教職員 0 名 0 名 2 名 
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Ⅱ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケート(回答者数 89 名)※自由記述は後述 

Q1 所属研究科  

総合科学研究科 9 

文学研究科 9 

教育学研究科 9 

社会科学研究科 1 

先端物質科学研究科 0 

理学研究科 5 

医歯薬保健学研究科 24 

工学研究科 11 

生物圏科学研究科 15 

国際協力研究科 5 

無回答 1 

 

Q2 <個別セッション>安全衛生講習(実験担当 TA 対象) 

○「安全で快適な大学生活を過ごすために」について 

大変満足できた 9 

だいたい満足できた 11 

やや不満が残った 1 

不満が残った 0 

 

    

    

    

    

    

    

○「実験廃水の取り扱いについて」について 

大変満足できた 5 

だいたい満足できた 4 

やや不満が残った 0 

不満が残った 2 
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<個別セッション>Special Session for International TAs 

大変満足できた 8 

だいたい満足できた 4 

やや不満が残った 0 

不満が残った 0 

 

    

    

    

    

    

Q3 <全体セッション> 

○「TA になる前に知っておいてもらいたいこと」について 

大変満足できた 32 

だいたい満足できた 43 

やや不満が残った 1 

不満が残った 0 

無回答 1 

 

 

 

 

 

 

○「業務を行うにあたって」 

①「就業規則とハラスメントの防止について」について 

大変満足できた 28 

だいたい満足できた 42 

やや不満が残った 5 

不満が残った 1 

無回答 1 
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②「個人情報の保護について」について 

大変満足できた 32 

だいたい満足できた 43 

やや不満が残った 1 

不満が残った 0 

無回答 1 

 

    

    

    

    

    

    

③「アクセシビリティ対応について」について 

大変満足できた 30 

だいたい満足できた 43 

やや不満が残った 2 

不満が残った 0 

無回答 2 

 

    

    

    

    

    

    

○「先輩 TA 体験談」について 

大変満足できた 41 

だいたい満足できた 30 

やや不満が残った 2 

不満が残った 0 

無回答 4 
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Q4 全体的に 

大変満足できた 28 

だいたい満足できた 40 

やや不満が残った 6 

不満が残った 0 

無回答 3 
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Ⅲ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えて    

丸 山 恭 司 

教育学研究科教授 

ＦＤ部会ＴＡ研修会担当 

 

 広島大学において全学 TA 研修会が始められたのは，平成 22 年後期である。同年７月に「広島大学ティーチン

グ・アシスタント制度運用ガイドライン」が策定されたのを機に，その年の後期から毎年度前期と後期に TA 研修会

は開催されている。今回は六学期目，四年度目の開催となる。 

 この三年半の間，全学 TA 研修会は試行錯誤の連続であった。TA 経験のない初心者向けの説明会，TA 経験

のある院生を対象としたアドバンスレベルの研修，TA と一緒に授業をつくっている教員を対象とする情報交換会

など，対象や形態の異なるいくつものパターンが試みられ，改善されながら続けられてきた。 

 昨年前期の TA 研修会終了後に挙げられた問題点は次の三点であった。(1) 開催時期の問題，(2) 曖昧

な参加要件，(3) 分科会のあり方。今年度は(1)と(3)は改善することができたが，(2)については必ずしも

十分な改善には至っていない。 

 前期の TA 研修会は，これまで４月上旬に開催されていた。授業の始まる前に研修を終えておく必要が

あると考えられたからである。しかし，そのためには，TA 候補者に前年度のうちから研修会情報を伝え

ておくことが望ましいが，春休みであったり，TA が未定であったりするため，周知がうまくいっていな

かった。部局によっては，授業の始まる４月に間に合わせることができないため，TA 業務を５月以降か

ら(つまり，学期の途中から)始めるところもあった。また，４月上旬はさまざまな研修会やオリエンテー

ションがあるため，開催担当職員も教員も同時並行で複数の仕事をこなさなくてはならなかった。 

 こうした問題を回避するため，今年度は連休明けの５月上旬に開催した。開催準備にも時間の余裕が

でき，周知も改善された。開催時期を変更したことは概ね成功であったと言える。 

 分科会のあり方の問題は，参加人数の問題であり，モラルの問題でもある。これまでは全体会終了直

後に分科会を開催してきた。事前登録した学生が無断で欠席することが多く，予定していた分科会が開

催できないこともあった。 

 この問題を克服するために，今年度は分科会の数を絞り込んだ。また，全体会の直前に分科会を開催

することとし，8 時限目に分科会を，9・10 時限目に全体会を開催した。分科会には予定通りの参加者が

あり，分科会から全体会への移行もスムーズであった。 

 その他，今回の研修会で特に次の二点が印象的であった。全体会での事務担当者の説明が，研修会を

始めた頃と比べ格段に上手くなっていること，留学生の参加者数が飛躍的に伸び，かつ，評価も高いこ

とである。 

 今後の課題としては，①周知方法をさらに工夫して参集者を増やすこと，②部局の研修会との連携や

他大学の研修会との連携を図ることによって，より有機的で実質的な研修会を目指すことが考えられる。

また，③受講者の要望に応じて分科会の種類を増やしていく余地を残しておくことが望ましいであろう。

今年度は初心者向けTA研修会とするためにWebCT講習やファシリテータ養成講習の分科会を開催しな

かったが，毎回相当数の参加者のいたことは記しておきたい。さらに，④曖昧な参加要件についても明

確にしていく必要があろう。研修会への参加を採用要件として規程化するか，それができないのであれ

ば，前年度報告書の提案である「研修を受けさせる義務が雇用者に発生することを各研究科に明示し，
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独自に研修会を開いても構わないし，全学研修会に参加を義務づけても構わないものとする」との考え

を周知徹底すべきであろう。 

 今年度も司会や運営補助として積極的に学生に関わってもらうように心がけた。学生・教員・職員の

誰が欠けても大学は成り立たない。この三者が協力して研修会を運営する体制がほぼ確立しつつあるこ

とは，理想の TA 研修会の一つのモデルが確立しつつあることとして喜びたい。一方，FD 活動としては

さらなる抜本的な改革が望まれる。昨年度後期の報告書で指摘されているように，兼務者が企画し準備す

る研修には限界がある。「将来的には，FD の企画と運営を本務とする者が，時間と曜日を変えつつ，毎月もしくは

二ヶ月に一回程度，少人数・ワークショップ形式の研修会を行い，参加しやすい形態で安定して供給できる体制

が望まれる。また，大学院生のイニシアティブという点で，彼らを FD 企画スタッフとして雇用し企画を任せることも

検討されてよい。」                                                     

大膳 司 

高等教育研究開発センター教授 

FD 部会部会長 

 

 本研修会は，平成 25 年度新任 TA 及び TA を雇用する教員を対象に，教育支援に携わる大学院生が，

その職務を果たすために必要な心構え，基礎的知識・技能を習得することを目的に実施された。 

受講者の評価や自由記述内容から，本研修会内容に対して概ね良い評価をしてもらったものと思われ

る。とは言っても，一部，改善を求める意見もあるので，講師の皆様には，評価結果や自由記述内容を

参考にしていただき，次回に向けて，工夫・改善に努めていただきたい。 

なお，以下では，主催者に関連して受講者から示された意見や感想に対して，主催者としての返事を

示し，次回以降の研修会実施の役に立てていきたい。 

まず，「もう少し研修会があることを大きく知らせてくださるといいかと。出席するかどうか迷って

「そう大したことしそうにない」と判断し欠席した人がいました。内容と参加者の割合が合っていない，

もったいないと思いました。」「これから TA をするためのモチベーションが高まった。」「初めて TA を

行う学生は原則参加するようにした方が良いと思います。」「もっとこの研修会自体の開催を大々的に知

らせるべきだと思います。」「以前に受けた実験廃水の講習を思い出し再度確認することができた。」など，

せっかく良い研修会が行われているのに，対象の TA に実施の日時や内容が伝わっていないのではないか，

との意見が寄せられていた。今後の広報の仕方について工夫するとともに，事情があって聴講出来なか

った TA のために e ラーニングが可能な仕組みの構築を検討したい。 

研修会会場について，「もっと広い教室がよかった。人が近すぎてあまりリラックスして聞けなかっ

た。」との意見が寄せられており，検討させていただきたい。 

いつものように，「ちょっと時間が長かったです。」「時間が長いと思います。」との意見が寄せられて

おり，どのように対応したら良いのか戸惑う。なぜならば，共通の全体セッションは 90 分，一部の TA

が聴講した安全衛生講習会は60分で，物理的にこれ以上研修時間を短くすることが出来ないからである。

とはいえ，「聞くだけなので長く感じた。」という意見と重ねて考えれば，一方向の講義形式から双方向

的な研修会の実施を行うなど研修方法を工夫してみることは可能かもしれない。 

「実施時期はもう少し早い時期が，TA や授業と重ならずよいのでは？」「May be if possible to do it in 

the first week of the term.」という要望が寄せられていた。５月や６月に TA 研修会を実施した理由の１

つは，４月早々には，TA 予算が決定しておらず，TA が決定していない部局があるということがある。
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TA 予算を全学で管理できればこのような問題もなくなるのかもしれない。そうすれば，「どうすれば TA

として働けるのかすら知らないのでそこの説明もできればしてほしかったです。」という意見にも対応で

きるだが，これらは解決必要な大問題と認識している。 

「各研究科で行えば十分だと感じた。」「○○学専攻の学生は全員 TA 登録されると思うのですが，それ

なら○○学でまとめてやってしまったほうがよいのではと思う。」「TA 体験談に関しても専攻ごとで聞く

方がよい気がする。」という意見もあった。全学で共通の研修内容(就業規則とハラスメントの防止,個人

情報の保護,アクセシビリティ対応，等)については，全学でまとめて研修会を実施する方が効率的である

が，TA 心得や TA 体験談など TA の業務内容に関する研修は，各部局・専攻で(も)実施することが効果的

かもしれない。今後の検討課題であろう。 

本研修会の内容とは直接関係はないが，「TA の時給料を上げるかもしくは最長勤務時間を延ばして欲

しい！」との意見が示されていた。大学教育の質を高めていくための方途の１つに資質を持った TA を今

以上に長時間活用することが考えられる。その際には，TA という業務に対して十分な財源が提供される

ものと思われる。そのように，TA が本学の教育活動の一端を担い始めた暁には，「TA 初心者に対して先

輩 TA からの伝えるべきマニュアル本などがあると良いなあと思いました。そうすれば，失敗が少なく

TA の技が伝承できると思いました。」という希望に応えることが可能となるのではないだろうか。 
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第第第第 7777 回ハーモナイゼーション回ハーモナイゼーション回ハーモナイゼーション回ハーモナイゼーション PBLPBLPBLPBL ワークショップワークショップワークショップワークショップ    報告書報告書報告書報告書    

 

2013 年 10 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

 参加者が学習者として実際に PBL の進行を体験することで，学生参加型授業の実施で役

立てるともに，領域横断型の編成で実施するハーモナイゼーション PBL の効果を体験し，

幅広い視野やコミュニケーション能力に支えられた汎用性の高い問題解決能力を身につけ

る授業方法を習得することを目的として実施した。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

主催：人材育成推進室(FD 部会)，共催：教養教育本部 

日時：2013 年 9 月 9 日(月)13:00～17:00 

         10 日(火)13:00～15:30 

場所：東広島キャンパス 総合科学部 J 棟 (受付 J306) 

    J 棟 303，304，306，307 

対象：平成 26 年度に「教養ゼミ」を担当する予定の教員，PBL に興味・関心のある教員 

プログラム： 

   <1 日目> 

時間 内容 

13:00 開会挨拶 

趣旨説明 

スタッフ紹介 

「広島大学における PBL の推進」 

本日のスケジュール説明 

13:40 PBL 体験：問題発見～プロブレムマップの作成 

15:15 PBL 体験：プロブレムマップ発表 

15:45 WebCT の説明 

16:05 PBL 体験：学習テーマの設定と分担 

16:55 自己評価 

17:00 終了 
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   <2 日目> 

時間 内容 

9:00 個別学習 

13:00 本日のスケジュール説明 

13:15 PBL 体験：学習成果の共有 

13:45 PBL 体験：成果発表準備 

14:45 PBL 体験：学習成果発表会 

15:15 総括 

受講証明書授与 

閉会挨拶 

アンケート 

15:30 終了 

 

参加者数： 学内 3 名，学外 11 名 

      ファシリテータ 6 名，参観者 2 名 
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Ⅱ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケート(回答者数 13 名) 

Q1．本ワークショップの開催をどのように知りましたか。 

 

◆「その他」の回答 

・学内の先生からの紹介 

・産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業からの案内 

 

Q2．本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。 

 

◆「その他」の回答 

・大学教育に関する研究 

・PBL とは何かを知りたかった 

・理想的な PBL のあり方の勉強 

・自学で導入しようとしている「PBL(Project based Learning)」の課題を明確にするため 
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Q3．本日のプログラムの中で有益であったと感じられたものにチェックしてください。 

 

 

Q4．今後，PBL について得たい情報にチェックしてください。 

 

◆「その他」の回答 

・PBL を継続的に実施，定着させていくための大学間連携 
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Ⅲ．ワークショップを終えてⅢ．ワークショップを終えてⅢ．ワークショップを終えてⅢ．ワークショップを終えて    

    

                                

PBLPBLPBLPBL ワークショップを実施してワークショップを実施してワークショップを実施してワークショップを実施して    

    

                                                                                                大膳大膳大膳大膳    司司司司(人材育成室 FD 部会長) 

 

 学生の問題解決能力を身につけてもらうための教育方法の 1 つとして PBLPBLPBLPBL(Problem 

based learning])がある

注 1)
。本研修会は，PBL を自身で体験することを通して，PBL を展

開するための能力を身につけるために実施された。 

 参加者 14 名(学内 3 名，学外 11 名)は，ファシリテータ 6 名と一緒に学習を進めた。その

参加者の 8 割近くは，PBL が体験できて有意義だった，と回答していた。さらに，参加者

の 6 割は，今後，PBL における評価方法について学習したい，と明確な課題を抱いて帰路

に就いた。これらの結果から察すると，この度の研修会は概ね前向きに評価されたといえ

るのではないだろうか。 

 とはいえ，研修会後のアンケートで示された自由意見等をみると，２つの課題が認識さ

れる。 

 まず第 1 の課題として，実際の授業では，数回のコマと各コマ前後の予習・復習で実施

される PBL を，本研修会では，2 日間 10 時間で集中的に展開しており，時間不足のため「グ

ループワークの進め方が乱暴になった」との意見が提示されていた。研修会の実施時間数

や実施内容を検討する必要がある。 

 第 2 の課題は，本学の必修科目である教養ゼミにおいて PBL を展開することが推奨され

ており，教養ゼミ担当教員の参加が望まれているにもかかわらず，本研修会への参加者は 3

名のみであった，という点である。期待される参加者が集まらないのは，研修会の開催日

時に問題があるのか，広報方法に問題があるか，研修内容に問題があるのか，今後検討が

必要であろう。 

 どのような研修会もそうであるが，研修会の目的をふまえ，受講者のニーズを想定した

上で実施日や研修内容を決定し，当日は参加者の実態に合わせて研修会を実施している。

その成否は，理論的には，これらの事項と当日の参加者と主催者との関係のあり方によっ

ているともいえるであろうが，私自身，これまでに様々な研修会を実施したり，参加した

りした経験から，考え抜かれた研修会なら何らかの学ぶことがある，ということである。 

 というわけで，本学の教職員には，積極的に研修会に参加して，何かを学んで成長して

いただきたい。 

 

注 1) PBL の概説は以下の URL を参照のこと。 

   http://cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/061127pbl.html 
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ハーモナイゼーションハーモナイゼーションハーモナイゼーションハーモナイゼーション PBLPBLPBLPBL ワークショップを終えてワークショップを終えてワークショップを終えてワークショップを終えて    

    

小澤 孝一郎(教育室学士課程会議議長，人材育成室 FD 部会員) 

 

 平成 22 年に開始したハーモナイゼーション PBL ワークショップも７回目となり，他大

学からの問い合わせも増え，その現れとして，今回は東京電機大学，芝浦工業大学，法政

大学など他大学からの参加者が大半を占める程となりました。このような中，本ワークシ

ョップも少しずつ進化しており，今回は本年３月５日に学内有志で作成した平和をテーマ

とする新しいシナリオを使用してのトライアル的意味合いも持たせてみました。本ワーク

ショップは，教員や事務職員が学生の立場として PBL 学習に参加することにより，自らの

授業や自大学での取組の際のファシリテータの役割や全体の進め方を理解することを目的

として組んでいます。そのことは参加者アンケート Q3 の結果や自由記述にも現れており，

本ワークショップが一定の役割を果たすことができたのかなと安堵しています。さらに，

国立教育学研究科の川島啓二先生から東京開催の打診をいただき，本取組の方向性があな

がち間違ったものではないことが確認でき，胸を撫で下ろすと同時にさらなる研鑽が求め

られていることを痛感しました。現在，本学の教養ゼミでは PBL 教育が推進されています。

これまでの調査によると，本ワークショプに参加したチューター(ファシリテータ)に指導を

受けた学生は，参加していないチューター(ファシリテータ)のそれよりも高い学習効果が得

られることが明らかになっています。その意味でも学内の教員の参加を促したいところで

すが，回を重ねる毎にその比率が下がっているのが現状です。これも我々主催者のアピー

ル不足が原因であると反省しており，今後もより一層の努力をいたす所存です。 

 最後になりましたが，ご多忙の中ご協力を賜りましたファシリテータの先生方，教育室

職員の方々に深謝いたします。 
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PBLPBLPBLPBL ワークショップ担当者としてワークショップ担当者としてワークショップ担当者としてワークショップ担当者として    

 

古澤修一(人材育成室 FD 部会委員・生物圏科学研究科) 

吉田香奈(人材育成室 FD 部会委員・教養教育本部) 

 

 本年度もハーモナイゼーション PBL ワークショップが開催された。本ワークショップは

2010 年より開始され，一年に 2 回のペースで開催されており，今回で 7 回目となる。PBL

ワークショップには 1)ファシリテータ養成ワークショップ，2)シナリオ作成ワークショッ

プ，の 2 種類があるが，今回のワークショップは前者のファシリテータ養成を目的とした

ものである。授業担当教員が実際に PBL を授業に取り入れて実施することができるように

なることを目指している。 

ワークショップでは参加者 14 名は学生役となって PBL を体験した。これは，学生がど

のようなプロセスで問題を発見し，グループ討論や授業外学習を通して課題を探究し，最

終的な発表を行うのかを理解するためである。実際の教養ゼミの授業では PBL は 15 回の

授業の中で最低 3 回は費やすことになるが，ワークショップではそれに近い体験をしても

らうため，1 日ではなく 2 日間を設定し，１日目に発見された課題について担当者が個別学

習を行い，２日目にそれをグループ内で報告し討論するという流れになっている。そのた

め，一般的なワークショップよりも負担が大きく，時間的な余裕がない。しかし，学生の

学習プロセスを知る上ではこれ以上ない方法であると考えている。 

なお，ワークショップでは小澤委員と古澤は全体のコーディネーターを務め，吉田は広

島大学における PBL の推進状況について報告を行った。また，PBL 体験では全体ファシリ

テータを田地豪講師(医歯薬保健学研究院)，各グループのファシリテータを堀江剛教授(総

合科学研究科)，赤井清晃准教授(文学研究科)が務めた。また，全体のオーガナイザーとし

て於保幸正教授(総合科学研究科)からの支援を得た。多忙の中，学内 FD のために手間と労

力を惜しみなく提供していただいた諸先生方に心よりお礼申し上げたい。 

なお，事後アンケートでは「教養ゼミで全学的に展開しているにもかかわらず学内から

の参加者がなぜこんなに少ないのか深刻に反省すべき。」との指摘があった。まさにそのと

おりであると考える。参加者が少なかった理由を検証し，改善につなげなければならない。 
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第第第第 3333 回回回回    ティーチング・ポートフォリオティーチング・ポートフォリオティーチング・ポートフォリオティーチング・ポートフォリオ・ワークショップ・ワークショップ・ワークショップ・ワークショップ    

第第第第 1111 回回回回    アカデミック・ポートフォリオ・ワークショップアカデミック・ポートフォリオ・ワークショップアカデミック・ポートフォリオ・ワークショップアカデミック・ポートフォリオ・ワークショップ    

第第第第 1111 回回回回    スタッフ・ポートフォリオ・ワークショップスタッフ・ポートフォリオ・ワークショップスタッフ・ポートフォリオ・ワークショップスタッフ・ポートフォリオ・ワークショップ    

報告書報告書報告書報告書    

 

2013 年 10 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

 参加者がティーチング・ポートフォリオ(TP)またはアカデミック・ポートフォリオ(AP)，

スタッフ・ポートフォリオ(SP)の作成を通して，TP または AP，SP について理解を深め，

自身および所属大学における教育の改善の仕組みとして役立てることを目的として実施し

た。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

日時： 2013 年 9 月 18 日(水)～20 日(金) 

場所： 総合科学部 談話室，会議室，講義室等 

対象： 教育改善に関わる教員(教務委員長，教育改革推進委員等)，TP，AP，SP に興味・

関心のある教職員(特任教員の方，他大学の方を含む) 

※AP ワークショップは TP 作成経験のある方のみを対象とします。 

  TP ワークショップは教育経験の少ない方でもご参加いただけます。 

 SP ワークショップは職員を対象とします。 

 

プログラム： 

9 月 18 日(水) 9 月 19 日(木) 9 月 20 日(金) 

 09:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 09:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 

10:00 第 2 回個人ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ 10:00 第 4 回個人ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ 

11:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 11:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 

12:00 全体への FB & 昼食 12:00 意見交換会 & 昼食 

13:30 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 13:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 13:00 To Be a Good Mentor 

& 導入のアイディア 

14:30 第 1 回個人ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ 16:00 第 3 回個人ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ 14:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ準備 

16:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 17:00 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ作成作業 15:00 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ & 修了式 

18:00 終了 18:00 終了 16:30 終了 

00:00 第 1 稿提出締切期限 00:00 第 2 稿提出締切期限  

参加者数： 9 名(内訳：TP 4 名，AP 2 名，SP 3 名) 
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Ⅱ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケート(回答者数 7 名) 

Q1 本ワークショップの開催を，どのようにお知りになりましたか 

 

◆「その他」の回答 

・担当者に誘われたため 

 

Q2 本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか 

 

◆「その他」の回答 

・現在の自分の仕事に対する姿勢を見つめ直し，今後の方向性を探るため 

・自分のためになるかも知れない 

・担当者がせっかく誘ってくれたのだから 

・業務改善のため 

・自身の振り返りのため 

・総括的なものとして 
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Q3-1 【スタートアップシートについて】事前課題としての分量はいかがでしたか 

    

 

 

 

 

 アンケート回答者のうち，5 人の方が「ちょうど良

い」と回答している。 

 

 

 

 

Q3-2 【スタートアップシートについて】作成期間はいかがでしたか 

    

 

 

 

 

 アンケート回答者のうち，6 人の方が「ちょうど良

い」と回答している。 

 

 

 

 

(Q3-3 から Q4 は自由記述のため，後述する) 

 

Q5-1 メンターはポートフォリオの作成過程において 

    

 

 

 

 アンケート回答者の全員が「メンターはポートフ

ォリオ作成過程において大変重要である」と回答し

ている。 

 

 

A 多すぎる

B やや多すぎる

C ちょうど良い

D やや少ない

E 少なすぎる

A 長すぎる

B やや長い

C ちょうど良い

D やや短い

E 短すぎる

A 大変重要である

B 重要である

C あまり必要ない

D 全く必要ない
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Ⅲ．ワークショップを終えてⅢ．ワークショップを終えてⅢ．ワークショップを終えてⅢ．ワークショップを終えて    

 

研修会担当者として研修会担当者として研修会担当者として研修会担当者として    

 

吉田香奈(人材育成推進室(FD 部会)委員・教養教育本部) 

 

9 月 18～20 日の 3 日間，ティーチング・ポートフォリオ・ワークショップ(TPWS)，ア

カデミック・ポートフォリオ・ワークショップ(APWS)，スタッフ・ポートフォリオ・ワー

クショップ(SPWS)が開催された。ワークショップは一年に一度，毎年この時期に開催され

ており TPWS は今年で 3 回目，APWS と SPWS は初めての試みとなる。参加者数は 9 名(内

訳：TP 4 名(学内 1 名，学外 3 名)，AP 2 名(学内 1 名，学外 1 名)，SP 3 名(学内 3 名))であ

った。学外からは北海道大学，茨城大学，山口大学，比治山大学からの参加があった。 

今回は，スーパーバイザーとして栗田佳代子・東京大学特任准教授をお招きし，全体の統

括とメンターをお願いした。栗田准教授は第一回のスーパーバイザーであり，今回 2度目の

依頼となる。メンターは於保幸正教授(大学院総合科学研究科)，久保研二特任助教(大学院

教育学研究科)，吉田の 3名が担当した。 

初日は，人材育成推進室(FD 部会)の大膳部会長からの開会挨拶の後，オリエンテーショ

ンが行われた。まずスタートアップシートを視覚化する作業が行われ，その後，個人メン

タリングを一人 30-40 分を行い，ポートフォリオの作成が開始された。2 日目は提出された

第 1 稿に対する個人メンタリングを行い，引き続き作成作業が行われた。最終日は提出さ

れた第２稿に対する個人メンタリングの後，完成と発表に向けた作業が続けられた。昼食

後にはメンターの資質に関するディスカッション(To Be a Good Mentor& 導入のアイディ

ア)も行われた。メンターは 2グループに分かれてKJ法によるディスカッションを行った。

また，メンター側も To Be a Good Supervisor と題してワークショップのスーパーバイザー

となるための資質・能力についてディスカッションを行った。3 日目の最後には，作成した

TP・AP・SP の内容の報告会が行われ，修了証書が授与された。 

事後アンケートからは，本ワークショップに参加して良かった点として，理念や目標を明

確にすることができたこと，普段できない内省ができたこと，自分を取り戻せたこと，ネッ

トワークが広がったこと等の意見が寄せられた。 

今後の改善点としては「広大教員の参加者を増やす方法を検討すべき」との意見が多かっ

た。また，フォローアップのワークショップの開催の希望も寄せられた。SP については項

目が TP や AP と類似していて書きにくい点があるため，独自の項目を盛り込むべきという

意見も聞かれた。来年の開催に向けての検討課題である。なお，開催日はもう１，２週時期

を早めると良さそうである。 

非常に長丁場の研修会であったが，参加者に満足していただき安堵している。今後は，寄

せられた意見をもとにワークショップの方法・内容をさらに良いものにしていきたい。
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平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    広島大学全学広島大学全学広島大学全学広島大学全学 FDFDFDFD－学生支援教職員研修会－－学生支援教職員研修会－－学生支援教職員研修会－－学生支援教職員研修会－    報告書報告書報告書報告書    

 

2013 年 10 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

 「学生の規範意識向上のために学生支援教職員に求められること」をテーマとして，参

加者に学生支援のあり方について考えてもらい，大学としての学生支援をさらに充実させ

ることを目的として実施した。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

日時： 2013 年 9 月 27 日(金)13:15～16:55 

場所： 本部棟 4F 会議室 

対象： 学生生活担当の教員，チューター，学生支援担当の職員，その他希望者 

プログラム： 

13:00 開場    

13:15  開会 司会 大膳 司 人材育成推進室(FD 部会)部会長    

       挨拶 江坂 宗春 副学長(学生支援担当) 

13:20 【講義】学生の不祥事，犯罪被害と関連する諸問題 

    講師 藤井 昌雄 氏(有限会社国大協サービス 事業部長) 

14:05 質疑応答 

14:20 休憩 

14:30 グループワーク説明 岩永 誠 FD 部会委員(総合科学研究科・教授) 

14:35  グループワーク 

16:00  全体発表 

16:35 質疑応答 

16:45 コメント 江坂 宗春 副学長(学生支援担当) 

16:55 閉会 

 

参加者数： 34 名 
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Ⅱ．グループとりまとめⅡ．グループとりまとめⅡ．グループとりまとめⅡ．グループとりまとめ    

Ａグループ 

 司会者 横山 美栄子 (ハラスメント相談室) 

 記録係・発表者 橋本 泰明 (社会科学研究科学生支援Ｇ) 

テーマテーマテーマテーマ    自転車は車だ！！自転車は車だ！！自転車は車だ！！自転車は車だ！！    

内容 

○問題の背景。 

 ・自転車は気軽な乗り物で，車利用より自転車利用がエコで

良いとの認識がある。 

    ↓ しかしながら 

 ・自転車運転者からは，歩行者の立場が分からない。 

 ・現状では，道が分かりやすく整備されていない，車道と歩道の区別がない。 

○以上の背景を踏まえて，自転車に乗る上でのマナー違反にどのようなものがあるか意見を出し合った。

主な意見は次のとおり。 

 ・大学構内をスピードを出して走行する。 

 ・携帯，傘差しでの片手運転を行う。 

 ・自転車の右側通行や，無灯火で走行する。 

 ・歩道を二列になって登校する。 

 ・指定された駐輪場所に駐輪しない。 

これに対する対策を考えていった。主な意見は次のとおり。 

 ・学内での通行ルールの整備を行う。 

 ・通行区域と非通行区域を明示する。 

 ・車道，専用道のみ通行するようにする。 

 ・自転車通学者は大学に届け出る。(自転車の登録番号と共に) 

 ・自転車の運転に関して法律違反，悪質な違反者に対する大学の規則を作成する。 

 ・安全運転講習会は「自転車運転」をメインテーマで行う。 

また，自転車を乗る上での法律違反について考えていった。主な意見は次のとおり 

 ・飲酒しての自転車運転について，飲酒運転は自動車だけの問題と思っている。 

 ・他人の自転車を無断借用する。 

 ・自分の自転車は盗まれないという根拠のない自信を持っている。施錠されていないこともある。 

このような問題が生じた場合に対する対策を考えていった。主な意見は次のとおり。 

 ・まず学内で対象の学生に対し注意を行う。 

 ・学生への注意喚起の意味で処分事例を公開する。 

 ・学外の措置としては，(交通教室の実施など)警察との連携を行っていく。 

 ・罰金を科す。 

以上 
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Ｂグループ 

 最初に司会・記録係・発表者を決めるとあったが，面識のない

者同士では時間の無駄遣いになる旨の意見があり，後で決めるこ

ととした。 

次に，グループのテーマを決めるとされていたが，Ｂグループ

ではテーマを決めず自由に各自が普段思っていることや考えた

ことを付箋にどんどん書き出すことにした。皆が４・５枚書いた

ところで模造紙の上に貼り出し，同じような内容のものをグルー

プ化する作業を行った。ある程度グループ化したところで，それ

ぞれの内容をまとめた付箋を作成しながら，さらにグループ分け

の作業を続けたところ，次の９グループ分けとなった。 

 

 

 

 次に，これら学生の問題行動の現状，原因と対応策について，各自が自由に思っていることを言

いながら関連付けの作業を行った。問題行動の原因として「学生の意識の低さ」を指摘する意見が

多く出た。その対策として罰則の強化が必要ではないかとの意見があった。ただし，この目的はあ

くまでも抑止力としての効果を期待するものであって，厳罰に処すことが目的ではないとの意見で

あった。 

 同時に，情報開示が重要であるとほぼ意見が一致した。個人情報ではあるが起きている事件や事

故の現状が学生に知らされず，学生の意識の低さの原因となっている。入学時のガイダンスだけで

なく，入学後も必要な情報が学生に伝わるようにすべきであるが，その方法が難しく今後の課題で

あるとの認識で一致した。また，留学生を多く抱える部局では伝えるといっても日本語では通じな

いし，留学生の国では少しの酒なら法に触れない，原付なら免許は不要といった文化的背景の違い

もあるので相手に応じた対応が必要，との意見もあった。 

 罰則を強化する管理的な手法だけではなく，情報開示により学生自身の問題として気づかせ，さ

らに教育的指導により意識を高めていくことが必要であると認識で一致した。最後にテーマと発表

者(太呉壮一氏)・記録者を決めた。 

 規範意識に関する現状と対策(管理主義から教育的指導を経て情報開示へ)  

 

 これといった解決策・正解があるわけではないとして，各自が自由に意見を出したので，具体策

はまとまりのないものになった。しかし，立場の異なる人の意見を聞けたのは有意義な体験であっ

た。限られた時間の中で今すべきことは何か，時間の無駄になると思われることは後回しにして，

皆の意見を出し合うことが大事として，離れしている教員に進行をリードしてもらえたのはよかっ

たと思います。 

20131003 記録係 山田章弘 

 

        

飲酒，放置自転車，ＳＮＳ(今後増えそう)，カンニング・代理出席，学生の意識，

社会・環境，罰則，情報開示，教育・指導 
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Ｃグループ 

テーマテーマテーマテーマ    事例から見る解決策事例から見る解決策事例から見る解決策事例から見る解決策    

 

テーマ決定までの経緯 

当初，学生の犯罪を未然に防止することについて話

し合ったが，その中で解決策についての意見が多く出

たため，そちらに焦点を当てることとした。 

 

 

①まずは具体的な事例を共有し，現在の    ②次に課題から読み取れる原因をあげた。 

課題について意見交換をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③そして①・②をふまえ，解決策を周知・教育・方法という３つの観点から話し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，具体的な周知方法について意見交換がなされたが，最も効果的な方法について結論は出せなか

った。 

  

①現在の課題 

・万引き 

・自転車に鍵をかけない 

・交通事故 

・教員への周知不足 

Ⅰ 周知 

・チラシ 

・掲示 

・Facebook 

・学生から学生へ 

・事件の公表 

ＨＰでの公表は，学外の人

の目にも触れるため難しい

のではとの意見が出た。 

Ⅱ 教育 

・規範教育 

・警察による講演 

・ガイダンス 

・犯罪についてのビデオ 

鑑賞 

・オリキャンの中で教育 

Ⅲ 方法 

具体例具体例具体例具体例    

・自転車２重ロック 

・刑務所の手記紹介 

・保護者への注意 

・重い処分 

方向性方向性方向性方向性    

・教職員と学生間の関係を密にしてい

く 

・未然防止策アイデア募集 

②原因 

 課題から学生の意識やモラルの低さ

が明るみとなった。 

解 決 策 
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Ｄグループ 

１．司会(田中)，発表(中村)，記録(木田)/ 報告書：文責 木田 

２．テーマ等について  自由に意見等を出し，その後，カード(付箋

紙)に記載，ＫＪ法による分類作業を行った。 

・大学教育がどこまで責任をもつべきなのか。→家庭教育(しつけ)

の範疇ではないのか。 

・チューター，指導教員，学生支援グループは何ができるのか。 

・大学の自治は？教育機関であることを考えると警察の介入は可

能であるか。 

・最近の学生は周囲を気にし過ぎること。自分のことしか考えて

いない。 

・飲酒について，その対応について(オリエンテーションキャンプ

等) 

・意識の問題―意欲が乏しい 

・基本的に学生を悪人と捉える。性善説に立つのか，または性悪説に立つのか。 

・大学の勉学に対する目的意識がなく，善悪の判断ができない。 

・未然の防止，現在の処分の見直し，正しい方向へ導くには？―学生の甘え 

・学生の規範意識，モラル，社会生活のルール，広島大学の規範教育とは？ 

・モラルを守る雰囲気作りが大切，動機付けは？ 

・視点を変えて，被害者にならないための教育が必要 

３．まとめ 

４．発表 中村 

・広島大学への思い(目的意識)/ライフプランに対する意欲 → 社会人として送り出す社会人として送り出す社会人として送り出す社会人として送り出す    

・大学に対する目的意識を持つことができるように大学生活，社会生活を支援する 

・社会から求められる人材―専門性(勉学)，社会性を持つ―の育成―規範意識の向上 

    

学生の大学に学生の大学に学生の大学に学生の大学に

対する目的意対する目的意対する目的意対する目的意

識識識識

大学生活大学生活大学生活大学生活

勉強の目的意識勉強の目的意識勉強の目的意識勉強の目的意識

学生の意欲を喚起学生の意欲を喚起学生の意欲を喚起学生の意欲を喚起

相手のことを考え相手のことを考え相手のことを考え相手のことを考え

るるるる

社会生活社会生活社会生活社会生活

被害者にならないために被害者にならないために被害者にならないために被害者にならないために

性善説，性悪説，性善説，性悪説，性善説，性悪説，性善説，性悪説，

モラルモラルモラルモラル

問題点問題点問題点問題点

社会生活の

ルール，学

生の規範意

識，規範意

識の低下，

代理出席，

カンニン

グ，飲酒運

転自転車マ

ナーetc.

専門性専門性専門性専門性        社会性社会性社会性社会性



- 32 - 
 

ⅢⅢⅢⅢ．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート(回答者数 30 名) 

Q1-1 所属 

 

Q1-2 職位 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-3 年齢 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 回答人数

総合科学研究科 5

文学研究科 3

教育学研究科 1

社会科学研究科 2

理学研究科 1

先端物質科学研究科 1

医歯薬保健学研究科・院 3

工学研究科・院 1

生物圏科学研究科 3

国際協力研究科 1

教育・国際室 4

広大生協 3

ハラスメント相談室 1

無回答 1

A 教員

B 職員

C 学生

D その他

E 無回答

A 10代

B 20代

C 30代

D 40代

E 50代

F 60代以上
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Q2-1 今回の FD 研修会をどのように知りましたか 

 

◆「その他」の回答 

・担当者からの案内 

 

Q2-2 今回の FD 研修会への参加した背景は次のいずれですか 

 

◆「学生支援に対する悩み」 

・事件が多い 

・普段何をしているのか全く不明だから 

・ネットへの書き込み 

 

◆「その他」の回答 

・学生生活委員長として出席 
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Q3 講義「学生の不祥事，犯罪被害と関連する諸問題」について 

    

 アンケート回答者のうち，87％の方が「大変満足

できた」，「だいたい満足できた」と回答している。そ

の理由として「具体的な不祥事内容を聞き，気がひき

しまった」，「事例中心であったが，情報収集となった」

等があげられる一方，「具体的な話からやや突っ込ん

だ背景の分析，解決方法について話をしてほしかった」

等の意見もあった。 

 

Q4-1 グループワークについて 

    

    

 

 アンケート回答者のうち，90％の方が「期待以上

だった」，「期待通りだった」と回答している。その

理由として「学生支援の本来的な理念から話ができ

た」，「いろいろな立場の方からの意見を聞くことが

でき，有意義だった」等があげられる一方，「もう少

し情報共有した上で意見集約をした方が効率的かと

思う」等の意見もあった。 

 

Q4-2 グループワーク形式の研修会はいかがでしたか 

 

 

 

 

 アンケート回答者のうち，50％の方が「また参加

してみたい」と回答している。その理由として「学

内の多くの方と 1 つのテーマで話ができるため」等

があげられる一方，「幅広い教員が参加すべき」，「情

報が手持ちだけなので，事前準備を課すべき」等の

意見もあった。 

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

A 期待以上だった

B 期待通りだった

C 期待外れだった

D 無回答

A また参加してみたい

B どちらともいえない

C もう参加したくない

D 無回答
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Q5 全体的に満足いただけましたか 

    

 

 

 

 

 アンケート回答者のうち，83％の方が「大変満足

できた」，「だいたい満足できた」と回答している。

その理由として「実際に GW を経験して得るものが

多かった。参加メンバーとの相互の理解が深まって

いくプロセスが良かった」等があげられる一方，「具

体的な対応策が厳しすぎたり，具体策を実行するため事務的な仕事が膨大になるのではと

いう危惧が感じられた」等の意見もあった。 

 

 

  

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答
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ⅣⅣⅣⅣ．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて    

学生支援教職員研修会について学生支援教職員研修会について学生支援教職員研修会について学生支援教職員研修会について    

 

岩永誠(人材育成推進室 FD 部会委員・総合科学研究科) 

 

 平成 25 年度の学生支援教職員研修会は，「学生の規範意識向上のために学生支援教職員

に求められること」をテーマとして，教職員を対象とした講義とグループワークという， 2

部構成で実施した。 

 第１部では，「学生の不祥事，犯罪被害と関連する諸問題」について，有限会社国大協サ

ービス事業部長藤井昌雄氏の講義があり，大学における学生の不祥事の実態の紹介があっ

た。約 45 分の講演の後，15 分の質疑がなされた。大学生が不祥事を起こす事例の紹介だけ

でなく，犯罪被害者となる事例についても紹介され，大学としての対応のあり方が問われ

る内容であった。 

 第 2 部では，藤井氏の講演の内容や，2013 年 7 月 2 日に実施された学生との意見交換会

の資料をもとに，グループワークを実施した。グループワークの参加者は 30 名で，うち 3

名は広大生協からの参加であった。広大生協の参加は 3 年連続で，教職員とは異なる立場

での参加であることから，毎年貴重な意見をいただいている。職員の参加は 17 名であった

が，教員の参加は 9 名と少なく，1 名も参加していない部局があったのは残念である。グル

ープワークは， 4 班（7〜8 名で構成）に分かれて約 90 分行われ，その後各班の発表が行

われた。その内容については，各グループのとりまとめに紹介されているので，そちらを

参照されたい。 

 参加者の感想は，以下の通りである。 

 第１部の講義については，87%が満足できたと回答しており，「多くの事例を知ることが

できた」「現実・現在の学生の不祥事を聴くことができた」という感想の他，「原因や対策

をもっと知りたかった」「事件後の大学の対応，防止策についての事例提供があると良かっ

た」という意見もあった。45 分という短い時間であったため，対応策にまで掘り下げての

議論が十分出なかったのは残念である。今後，他大学の対策事例等についての情報提供の

機会があると良いのではないかと思う。 

 第 2 部のグループワークについては，90%以上が期待以上・期待通りであったと肯定的

に評価していた。具体的には，「いろいろな立場の意見を聞くことができた」「学生に対す

る意識が皆さん高いので勉強になった」「自分にない考え方に触れられた」といった意見に

加え，「もう少し情報共有をした上で意見集約した方が効率的」といった意見もあった。事

前に規範意識に関する学生意見交換会の資料を配布していたが，本研修会開催直前であっ

たことから，十分な情報共有にまで至っていなかったと考えられる。限られた時間の中で，

いかに情報共有をはかるかが，今後の課題である。また，グループワーク形式の研修会に

ついて，また参加したいと考えている参加者が 50%と半数であった。参加したくないとい
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う否定的な意見は全くなかった。「自分で思いつく以上に意見が出る，時間が有効に使える」

「他学部等の意見を聞くことができる」「学内の多くの方と１つのテーマで話ができるため」

といった意見があった。「また別の立場の方と意見交換をしてみたい」「幅広い教員が参加

すべきと考えます」「情報が手持ちだけなので，事前準備を貸すべき」といった建設的な意

見も聴かれた。 

 研修会について全体的に満足できたと回答した割合は 83%で，大半の参加者が満足して

いた。具体的な意見として，「実際に GW を経験して得るものが多かった。参加メンバーと

の相互の理解が深まっていくプロセスが良かった」「いろいろな意見が聞けて良い刺激とな

りました」「教職員の意見の共有ができたと思います」「こういった試みをしていること学

生・職員に知らせる必要を感じる」といった肯定的な意見の他に，「全体および班の構成，

人数はこれで適切かどうか」「テーマについて研修効果が薄い」という意見もあり，改善し

なければならない課題も残されている。 

 今年度の学生支援教職員研修会は，9 月 27 日という後期の開始直前に実施した。昨年度

は，8 月上旬はオープンキャンパス等で事務職員の参加が難しいことから，8 月下旬とした

のであるが，参加者が 27 名と少なかった上に，教員の参加も少ないという問題が残った。

そこで教員が参加しやすいよう後期の授業開始直前である 9 月下旬での開催としたが，そ

れでも 30 名とほぼ昨年度と変わらない参加者数にとどまった。今年度のテーマが「学生の

規範意識向上」と大学としても重要な問題であるにも関わらず，教員の参加者のない部局

もあったことから，教員の問題意識の低さが問題であることを痛感した。これからいかに

して参加者を増やしていくかが大切な課題となる。 
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第第第第 3333 回回回回 My BestMy BestMy BestMy Best 授業紹介コンテスト授業紹介コンテスト授業紹介コンテスト授業紹介コンテスト    報告報告報告報告書書書書    

 

2014 年 1 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

ⅠⅠⅠⅠ....趣旨・目的趣旨・目的趣旨・目的趣旨・目的    

授業改善の一貫として，学生が自身にとって Best と感じた授業，周りの学生に受講を勧

めたいと思っている授業について報告してもらうことを目的として開催した。 

 

主  催： 人材育成推進室(FD 部会) 

募集期間： 2013 年 10 月 1 日(火)～2013 年 11 月 15 日(金) 

内  容： 「My Best 授業」の担当教員，内容，方法，構成等について記述した原稿(随

筆，詩，短歌，川柳など，形式は自由)を募集した。原稿は，当該授業により

どのように授業の内容についての理解が深まったか，知識・技術が向上したか

等の観点から，具体的に記述することとし，対象授業は本学で受講した授業(講

義，演習，実験・実習等，オムニバス授業の 1 コマ分でも可)とした。 

応募資格： 広島大学の在学生であること 

 

審  査： 人材育成推進室(FD 部会) 

審査期間： 2013 年 11 月 28 日(木)～2013 年 12 月 1 日(日) 

審査項目： 以下の審査項目について，4(非常に優れている)，3(優れている)，2(やや劣っ

ている)，1(劣っている)の 4 段階で評価した。 

＜審査項目＞  

 ・授業内容がわかるか 

 ・その授業を受けてみたくなるような表現がされているか 

      ・オリジナリティがあるか  

選  考： 応募作品の中から，最優秀賞 1 名，優秀賞 2 名を選出し，受賞者には賞状お

よび MYple1 万円分を授与した。 
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応募者内訳   

＜全応募者＞ 12 名 

所属 学年 作品のスタイル 応募方法 

総合科学部 1 年 随筆＋川柳 Web 

文学部 3 年 随筆 Web 

教育学部 1 年 随筆 Web 

法学部 2 年 随筆 Web 

経済学部 4 年 随筆 応募箱 

経済学部 2 年 随筆＋短歌 応募箱 

理学部 3 年 随筆 Web 

工学部 1 年 随筆 Web 

教育学研究科 M1 年 随筆 Web 

教育学研究科 M2 年 随筆 Web 

教育学研究科 D2 年 随筆 Web 

社会科学研究科 M1 年 随筆 Web 

 

＜最優秀賞＞ 1 名 

氏名 所属 学年 作品タイトル 授業科目名 担当教員名 

吉田 志紅真 工学部 1 年 「私が選ぶベスト講義」 
コミュニケーショ

ンⅠB 
阪上 辰也 

 

＜優秀賞＞  2 名 

氏名 所属 学年 作品タイトル 授業科目名 担当教員名 

佐々木 須美子 文学部 3 年 比較文学入門 比較文学入門 武田 紀子 

雪丸 夏希 教育学部 1 年 
【ジブンから，始めよ

う】 

ジブンから始ま

る世界平和 
町田 宗鳳 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．表彰式表彰式表彰式表彰式    

 

日  時：平成 26 年 1 月 10 日(金) 18:00～19:00 

場  所：学生プラザ 1F フリースペース 

内  容： 

＜表彰式＞ 

1. 開式の辞：司会 人材育成推進室(FD 部会)部会長 大膳 司 教授 

2. 趣旨説明及び審査講評(5 分)：人材育成推進室(FD 部会)部会員 古澤 修一 教授 

3. 表彰状授与(5 分)：坂越 正樹 理事・副学長(教育担当) 

4. 記念撮影 

＜懇談会＞ 

5. 受賞者挨拶(3 分×3 名) 

6. 懇談(30 分) 

7. 閉式の辞：人材育成推進室(FD 部会)部会員 古澤 修一 教授 

 

 

写真：優秀賞受賞者と担当教員 
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．コンテストコンテストコンテストコンテストを終えてを終えてを終えてを終えて    

“コンテスト担当者として““コンテスト担当者として““コンテスト担当者として““コンテスト担当者として“    

    

古澤修一(人材育成推進室 FD 部会委員・副理事(教育改革担当)) 

    

    昨年度の本コンテストの応募数が少なかったことから，今年度のコンテストでは紹介文

だけでなく，川柳など多様な紹介形式を可能にして応募者数を増やす試みを行いました。

その結果，今年度の応募者数は昨年より増えて１２名となりましたが，試みの期待に反し

て，紹介文としての応募が大半をしめており，他の多様な形態の紹介は１名しかありませ

んでした。また，受賞者との懇談会において応募の方法について意見交換を行ったところ，

A4 一枚程度の紹介文の方が応募し易いとの意見が出され，実施担当者としての反省と共に

今後の応募方法の参考となりました。また，応募の方法(まとめる能力も必要と考え，ある

程度の字数制限等を実施した)に沿っていない応募が何通かありました。その中には，内容

的に素晴らしい物もありましたが，応募基準に合致していない事より，残念ながら審査対

象にすることができませんでした。今後は，さらにわかり易い応募方法・基準を開示する

ことに努めたいと考えていまする。 

 応募内容については，それぞれの応募者は異なった角度から各教員の実施している授業

を，自身の受け止めた内容として紹介して戴きました。その中でも，最優秀賞を受賞した

工学部の吉田志紅真君が紹介した，坂上先生の授業は，吉田君の友人が何故これを紹介す

るのかと驚いたぐらいに厳しい内容の講義という事でした。これについては，坂上先生自

身からも，まさか厳しい私の授業が紹介されるとはと，驚かれておられました。意見交換

会で詳細をお二人からお聞きしましたが，厳しいと思われる授業でも，学生は非常に為に

なったと実感しており，またその学修成果も TOEIC の成績と言う形で証明されていました。

なぜその講義をと疑問に思った学生諸君にも，モチベーションと学修の成果が最初から見

えていれば，多くの授業が感激を与えられる講義として受け止められたのではないかと思

います。学生の主体性さえあれば，また，それを教員が刺激してあげることができれば，

厳しいと思われる授業内容でも，先生達の熱意は伝わり，学修成果として現れてくるのだ

と感じました。先生達の相違工夫で，学生諸君のモチベーションと学修の成果はあがりま

す。教員がお互いに頑張らなければならないと，今回も感じさせて戴きました。 

 今回応募された学生さん全員と，その授業を実施している教員全員に，感謝の言葉を申

し上げて私のまとめとさせて戴きます。 
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広島大学全学広島大学全学広島大学全学広島大学全学 FDFDFDFD－平成－平成－平成－平成 25252525 年度年度年度年度 TATATATA 研修会研修会研修会研修会((((実践編実践編実践編実践編))))－－－－    報告書報告書報告書報告書    

 

2013 年 11 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

「教員と TA がうまくコミュニケーションをとって授業をつくっていますか?」をテーマと

して，参加者に部局を越えた多くの事例を知ってもらい，効果的な TA を交えた授業実践の

方法を検討することを目的として実施した。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

日時： 2013 年 11 月 6 日(水) 

場所： (東広島キャンパス) 学生プラザ 4F 多目的室 1，2 

     (霞キャンパス)   医学部基礎・社会医学棟セミナー室 2 

    ※TV 会議システムによる 2 地点同時開催 

対象： TA を雇用しているまたは雇用する予定のある教員，TA 学生(特に将来大学教員と

してのキャリアを目指す方，大学教育に関心のある方)，その他希望者，新任教員

研修プログラムの対象教員で参加希望者 

プログラム： 

14：40 開場 

15：00 開会 司会 丸山恭司 人材育成推進室(FD 部会)部会員 

        挨拶 大膳司 人材育成推進室(FD 部会)部会長 

15：05 TA の活用事例紹介 

    「TA はパートナー～物理学実験の例～」 

    ：森吉千佳子 准教授(大学院理学研究科) 

     竹田翔一(理学研究科博士課程前期 2 年) 

    「学生実習における取り組み」 

    ：古武弥一郎 准教授(大学院医歯薬保健学研究院) 

     神野麻美(医歯薬保健学研究科博士課程前期 2 年) 

16：00 グループに分かれての情報交換 

16：40 情報交換のまとめ，情報共有 

16：50 総括コメント 

    丸山恭司 人材育成推進室(FD 部会)部会員 

    圓山 裕  人材育成推進室(FD 部会)部会員 

17：00 閉会 

 

参加者数： 教職員 12 名，大学院生 8 名 
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Ⅱ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケートⅡ．参加者アンケート(回答者数 19 名) 

Q1-1 所属                 Q1-2 職位 

  

 

Q1-3 年齢 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2-1 今回の FD 研修会をどのように知りましたか 

   

 

 

 

◆「その他」の回答 

・先生からの紹介 

・研修会の関係者である 

・新任教員研修プログラムの対象者であ

る 

所属 回答人数

総合科学研究科 0

文学研究科 0

教育学研究科 5

社会科学研究科 0

理学研究科 4

先端物質科学研究科 0

医歯薬保健学研究科・院 4

工学研究科・院 3

生物圏科学研究科 2

国際協力研究科 0

法務研究科 0

高等教育研究開発センター 1

無回答 0

A 教員

B 職員

C 学生

D その他

E 無回答

A 「いろは」または「もみじ」で知った

B メールで知った

C その他

D 無回答

A 10代

B 20代

C 30代

D 40代

E 50代

F 60代以上

G 無回答
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Q2-2 今回の FD 研修会への参加した背景は次のいずれですか 

   

 

 

 

 

Q3-1 理学研究科の事例紹介「TA はパートナー～物理学実験の例～」について 

   

 

 

 

 アンケート回答者のうち，95％の方が「大変満足

している」，「だいたい満足している」と回答してい

る。その理由として「TA の院生さんが TA で得られ

る利点を感じて一生懸命されていることを知れて良

かった」，「竹田さんの TA 活動への心がけが大変勉強

になりました」等があげられる一方，「工学部の TA

と学生の意識にギャップがありすぎて，現実味に欠けた」等の意見もあった。 

 

Q3-2 医歯薬保健学研究科の事例紹介「学生実験における取り組み」について 

   

 

 

 

 アンケート回答者のうち，79％の方が「大変満足

している」，「だいたい満足している」と回答してい

る。その理由として「全く異なる取り組みに触れて

有意義でした」，「TA 活動後に問題点等を抽出し，デ

ータ化するなど，円滑に実習を行う方法を学ぶこと

ができました」等があげられる一方，「TV 会議シス

A TA制度運用に悩みがあったから

B 事例紹介に興味があったから

C 情報交換に興味があったから

D 業務に関係があると思ったから

E 参加するよう促されたから

F その他

G 無回答

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答
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テムの関係でスライド映りが悪く，また配付資料がない発表資料があり，話を理解するの

が難しいところがあった」等の意見もあった。 

 

Q4 「情報交換」について 

   

 

 

 

 アンケート回答者のうち，95％の方が「大変満足

している」，「だいたい満足している」と回答してい

る。その理由として「先生方からの視点と学生の視

点から情報を共有できてよかった」，「他学部の現状

や対応が分かり，参考になった。持ち帰って検討し

たい」等の意見があった。 

 

Q5 全体的に満足いただけましたか 

   

 

 

 

 アンケート回答者全員が「大変満足している」，「だ

いたい満足している」と回答している。その理由と

して「学部によって，TA の状況が大きく異なり，考

え方も異なることがわかり，大変勉強になりました」，

「TA のあり方について様々な示峻を得ることがで

きた」等があげられる一方，「もう少し講義の時間が

短いとより嬉しい」等の意見もあった。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答
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Ⅲ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えてⅢ．研修会を終えて    

丸 山 恭 司 

教育学研究科教授 

ＦＤ部会ＴＡ研修会担当 

【経緯】 

 広島大学において全学 TA 研修会が始められたのは，平成 22 年後期である。同年７月に

「広島大学ティーチング・アシスタント制度運用ガイドライン」が策定されたのを機に，

その年の後期から毎年度前期と後期に TA 研修会は開催されている。今回は七学期目の開催

となる。 

 この四年間，全学 TA 研修会は試行錯誤を繰り返しながら，「広島大学 TA 研修会」のあ

り方を模索してきた。TA 経験のない初心者向けの説明会，TA 経験のある院生を対象とし

たアドバンスレベルの研修，TA と一緒に授業をつくっている教員を対象とする情報交換会

など，対象や形態の異なるいくつものパターンが試みられ，改善されながら続けられてき

た。二つのキャンパスをもち，11 の研究科をもつ総合研究大学にとって意義ある全学 TA

研修会はどのようなものであるのかが模索されてきたのである。 

【方針】 

 今回も昨年度と同様，院生と教職員の合同の研修会とし，先進事例から授業改善のヒン

トをうる機会となるよう企画した。昨年後期の TA 研修会はこのパターンで参加者からは高

い評価をうることができたからである。一方，先例として三つの事例が選ばれ，かつ，そ

のうち二つが教育学研究科の実践報告であったために，時間不足(時間超過)と内容の偏りが

問題とされた。それゆえ，先例は理学研究科と医歯薬保健学研究科から一件ずつお願いす

ることとなった。 

 今年度も前期において，新規採用者向けの TA 研修を全学規模で行っているため，後期は

TA 経験をもつ院生を対象の中核に据えた。さらに，TA の機会を用いた大学院教育や授業

改善に関心のある教職員にも参加していただける研修とした。 

 院生と教職員の合同研修会としたことには，昨年来とりわけ重要な意味付けを与えてい

る。これからの大学院教育の在り方を考えれば，院生が研究や教育においてイニシアティ

ブを持ち積極的に関わる経験を持つことが望ましく，TA をティーチングスタッフとして積

極的に教育活動に参画させることの意義は大きい。よって，院生と教職員を分けず，相互

に学び合える機会となることを一つのねらいとしている。 

 構成は昨年同様，先進事例を紹介する前半と，参加者が小グループに分かれて情報交換

をする後半に分けた。グループ編成は，教職員と院生の混合とし，できるだけ複数の研究

科に所属する者と情報交換できるような編成を心がけた。 

【省察】 

 アンケート結果より，参加者の満足度は高く，本研修会に一定の成果のあったことが認

められる。来年度も継続して開催すべき研修会であると判断できる。以下に，成果と改善
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点をまとめる。 

 参加者数は，ワークショップ形式で行われた研修会であることを考えると，妥当であっ

たと言える。また，東広島キャンパスと霞キャンパスを TV 会議システムでつなぐことによ

り，一件ずつの報告を聴き合うことができたことは何より画期的であった。一方，参加者

の所属する部局に偏りのあることは否めない。周知方法に改善の余地があると思われる。 

 当日の発言やアンケートコメントから，多くの TA 院生(参加者の四割)が参加してくれた

ことに大きな意義のあったことがわかる。先例として報告くださった TA に多くの質問が向

けられ，アンケートでも TA 自身の報告に関するコメントがある。また，小グループの情報

交換会に TA 院生がいてくれたことにより，彼らの発言に学ぶことができたとのコメントが

ある。さらに，参加してくれた TA 院生が他事例から学ぶことができたとコメントを残して

くれており，TA 研修の機能とともに大学院教育の機能も果たしていたと言える。 

 総じて成功といえる研修会ではあったが，兼務者が企画し準備する研修であることには，

今回も限界を感じざるをえなかった。将来的には，FD の企画と運営を本務とする者が，時

間と曜日を変えつつ，毎月もしくは二ヶ月に一回程度，少人数・ワークショップ形式の研

修会を行い，参加しやすい形態で安定して供給できる体制が望まれる。また，大学院生の

イニシアティブという点では，今回のように報告者や参加者としてコミットメントを求め

るとともに，彼らを FD 企画スタッフとして雇用し企画を任せることも検討されてよい。 
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広島大学全学広島大学全学広島大学全学広島大学全学 FDFDFDFD－－－－授業方法研修会授業方法研修会授業方法研修会授業方法研修会－－－－    報告書報告書報告書報告書    

 

2014 年 1 月 

人材育成推進室(FD 部会) 

 

「学生の主体的な学習を導く授業方法とは」をテーマとして，授業方法研究で高名な土持

教授の講演を通して学生の主体的な学習を導く授業方法について学ぶとともに，グループ

ワークを通して参加者相互の経験から学生の主体的な学習を導く方法について学びあうこ

とを目的として実施した。 

 

Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要Ⅰ．概要    

日時： 2013 年 12 月 20 日(金) 14：30～17：05 

場所： (東広島キャンパス)法人本部棟 4F 会議室 

     (霞キャンパス)ひろしま医工連携先進医療イノベーション拠点共同研究室 

    (東千田キャンパス)東千田第 8 演習室 

    ※TV 会議システムによる 3 地点同時開催 

対象： 全教員，大学教員を目指している大学院博士課程学生，その他希望者，新任教

員研修プログラムの対象教員で参加希望者 

プログラム： 

14：20 開場 

14：30 開会 司会 秦由美子 人材育成推進室(FD 部会)部会員 

        挨拶 坂越正樹 理事・副学長(教育担当) 

14：40 講演「学生を能動的学修へ導く授業方法～Flipped Classroom(反転授業)の実践」 

    講演者 土持ゲーリー法一 教授(帝京大学高等教育センター長) 

15：30 質疑応答，休憩 

15：40 グループワーク説明 大膳司 人材育成推進室(FD 部会)部会長 

15：50 グループワーク(テーマ：学生の主体的な学習を導く授業方法とは) 

16：30 発表 

16：50 コメント 土持ゲーリー法一 教授 

17：00 挨拶 大膳司 人材育成推進室(FD 部会)部会長 

17：05 閉会 

 

参加者数： 教職員 21 名，大学院生 10 名 
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Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．グループワークとりまとめグループワークとりまとめグループワークとりまとめグループワークとりまとめ    

<A グループ> 

 A グループでは，まず，現在担当している授業やこれまでの授業経験における課題を報告

することから始めた。参加者から挙げられた意見は次のようなものである。 

・主体的に授業に取り組めていない(学生が自分事として問題を捉えていない) 

・学生の意欲に差がある，まじめな学生とそうでない学生の差 

・WebCT にアクセスせずに授業に参加する 

・発表者に偏りがある 

・授業に遅刻する学生が多い，レポート，課題を提出期間内に出さない 

・学生の能力差 

 

上に示した課題を全員で共有した後，それぞれが講じている改善策・対応策を出し合っ

た。以下，出された対応策を整理する。 

 まず，授業に主体的に取り組ませるための工夫として，授業中に学生が考える時間を設

定することが挙げられた。学生が講義の内容を自分事として捉え深く理解するためには，

教師が一方的に話すだけでは不十分である。また，グループワークを積極的に取り入れ，

学びを深めていくことの重要性も挙げられた。グループワークは，授業に参加せざるをえ

ないような状況を作ることができ，自分の意見を相手に伝えたり他者の新たな意見に出会

ったりすることができる。さらに，グループワークを充実させるための手立てとして，他

のグループの進捗状況を伝えて競争意識をあおるという意見も出された。 

次に，WebCT を用いて事前に課題を提示する反転授業を行っている教員の工夫が語られ

た。学生がそのような授業スタイルに慣れていないこともあって，必ずしも上手く進んで

いる訳ではないようである。しかし，反転授業を行うためには，事前の学習がいかに重要

であるかを学生が認識することが必要である。したがって，WebCT で提示された課題を理

解した上で授業に参加しないといけない気持ちにさせること，発言をしない学生には発言

する意義を言って聞かせること等，学生の意識を変革しようとする教員の努力が見て取れ

た。受講生は授業ごとに一つの学習集団を成し，教員からだけではなく，集団の仲間同士

で学び合っているという意識を持つことが重要なのである。 

また，遅刻者への対応やレポートの期限を守らない学生に対しては，成績評価に直接つ

なげる等，自ら守らざるを得ないようなシステム作りが必要，との意見が出された。そも

そも大学の授業は多くの税金が投入されることで成り立っている。学生にその責任を自覚

させることも重要なのではないか，という意見も出された。 

以上の議論の内容を大別するならば，「授業のシステムを変える工夫」と「学生の意識を

変える工夫」となるだろう。それらを掛け合わせることで，「学生の主体的な学習を導く授

業方法」という本日の大きな課題に迫ることができるのではなかろうか。 
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<B グループ> 

 Ｂグループでは，課題について教員の立場と学生の立場からの意見が挙げられ，授業を

運営するために教員がどのように工夫していく必要があるか，学生の学びをどのようにと

らえ評価するかなどについて話し合った。 

 

＜課題＞ 

1．教員の立場から 

①教員の授業方法について 

 教員が討論をする授業を運営するのが難しい。討論をする授業方法を運営するための

技術を教員が身につけるのに時間がかかる。 

②学生の討論の内容の正しさについて 

 学生が討論をするとき学生の発言内容が正しいかどうかをどこまで求めたら良いのか

が難しい。予習をしていないために根拠のない発言をしていたり，論理的でない発言を

したりする学生もいる。一方で，発言内容の正しさを討論に求めると，学生が発言しに

くくなるという問題がある。 

③教員同士の連携について 

 コースの教員の授業内容がそれぞれ違うため，それらの授業を受けたコースの学生が

どのように育つのかが見えていない。また，教員同士の連携が少なく，目標が明確に提

示できない。 

 

2．学生の立場から 

①評価の基準について 

 単位をとれても，あまり達成感がない。また，先生からのフィードバックが無いので，

どこが良かったのかが分からない。本当に自主的に学習したのか不安になる。 

②今の授業の受け方は，自主的に学習したといえるのか自分でも分からない。 

 

＜解決策＞ 

・学生にとって具体的で達成できそうな目標が必要である。 

・授業を通して成長がみられたかをどのように判断するかあらかじめ考えておく。 

・授業の初めに，学生が本時の授業の課題を意識できるように提示する。 

・学生が発言をしようという意識を持たせるように工夫する。 
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<C グループ> 

課題にあった授業で感じる問題点としては，まず学生のモチベーションの低さを問題視する意見

が多く出た。特に授業中に寝てしまう学生が多くいる。中には少人数ゼミの授業でも寝てしまう

という例もあった。これらに関連して，学生の興味関心の欠如ややる気のなさから来る，すすん

で授業を受けようとする態度が無い学生には多くの教員が悩まされていると感じた。一方で，学

生の参加者から，このモチベーションの低さは当面の興味関心や，自分の将来にどのくらい役に

立つ内容なのか疑問視するという観点から来ているのではないかという意見があった。どんなに

やる気のない学生でも興味のある事には積極的になるので，授業の内容によってはモチベーショ

ンが上がるのではという話だった。この点から，授業を行う上でのニーズを知ること，学生のレ

ディネスを把握した上での難易度の設定が重要だという意見が出た一方で，シラバスで内容を公

開しているのだから，学生のニーズに合わせて内容まで変える必要は無いという意見や，一見役

に立たなそうな内容でも，長期的に見れば役に立つ内容である点は学生には見えていない事もあ

るので，あまり学生のニーズに振り回されるべきではないという意見もあった。さらに教員自身

が本気で楽しそうに授業をしたり，学ぶこと，研究すること自身の楽しさを伝える様にするのが

本来あるべきではと言う話もあった。 

 

その他の問題点としては学生が概念の理解ではなく，暗記をしようとする，または主体的に学ぼ

うとしないという問題点も上がった。これらの問題点に関しては伝統的な一方通行の講義をする

だけではなく，学び合い，教え合いのようなグループ学習を設定することが効果的であるという

話になった。この場合に重要なのはテーマ設定や問題設定で，学生が興味を持ちやすい，日常生

活に近い問題や時事問題に関するテーマや，議論が起きやすいような(意見が割れやすいような)

問題設定をする事である。さらにより議論を活性化させるために，グループ討論の後で，レポー

トを課して，その成績をもとにして，再グループ分けを行う事によって，クラス全体での討論の

活性化を促すようなテクニックの紹介も行われた。 

 

最後に個人的な感想であるが，以上のようなグループワークでの話し合いはとても有意義であっ

た一方で，議論のテーマが広すぎて，話が発散気味になった点が少し気になった。 

もっとテーマを絞ってグループディスカッションを行った方が建設的な意見が出やすいと感じ

たが，これは授業におけるグループディスカッションでも同じなのだなと思った。あと，学生の

参加者による，授業を受ける側の意見を直接聞く機会を得られたことはとても役に立った。広大

で行われている授業評価の自由記述ではこのような意見はなかなか聞けない気がした。今回のよ

うな FD とは別の機会でも良いので，学生とざっくばらんとした意見交換の場を持つようにした

いなと感じた。 
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<D グループ> 

問 1：現在の問題(学生の学修態度等に関わる問題) 

授業実施における現在の問題としては，「学習へのモチベーション」および「到達度のバ

ラツキ」が挙げられた。例えば，外国語学習においては，学習している外国語が好きで学

んでいるという学生は多くなく，文法等の学習は嫌いなど，モチベーションが高くない例

が挙げられた。また，教職に関する授業では，理論のみの学習ではモチベーションが高ま

らず，ききっぱなしになってしまうという例が挙げられた。 

 

問 2：問題の解決方法(解決方法と，その方法の抱える課題) 

上述の問題に対応するため，グループ活動や，マインドマップの作成などが挙げられた。

例えば，外国語学習においては，学生がグループで寸劇をするなどの活動をする中で，モ

チベーションを上げる試みをしているという報告があった。また，教職に関する授業では，

実際の現場の課題を提示し，理論を用いて解決方法を考えるという活動を少人数のグルー

プで行うことで，モチベーションを上げる試みをしているという報告があった。また，到

達度のバラツキに対応するため，マインドマップを作成し，学生たちの到達度の実態と，

学ばせたいことを近付けるよう努力しているという報告もあった。 

また，事前に課題を出して授業を行っているという報告もあった。一つは，この研修会

で紹介のあった「反転学修」を実践されている事例であった。WebCT でスライドプリント

を提示して事前学習をさせ，授業では課題(1 問は，事前学習では学ばない“新しいことを考

える”問い)をさせ，解答についてディスカッションをさせているとのことであった。実践さ

れている方からは，何をもって評価すべきかが難しいという話があった。もう一つは，事

前にやってきた課題を用いてグループラーニングをされているという事例であった。ただ

し，少人数でないと実施できないという問題があるという話があった。 

特に「反転学修」や「グループラーニング」など，アメリカのやり方をとりいれた学習

方法については，アメリカのやり方を直輸入してもうまくいかないのではないか，どうし

たら日本人に合うようにできるのか，といった議題で話し合った。日本とアメリカでは，

学ぶ側も教える側も認識が異なるのではないか，といった意見や，コミュニケーション力

はアップするかもしれないが，育てたい力が全て育つわけではないのではないか，といっ

た意見があった。また，個人によって，効果が異なるのではないかという意見も出た。 
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<霞グループ> 

１ 各自事例報告 

・地域看護のチームワーク体験。演習の説明やグループワークでも寝ている学生や議論が

白熱して喧嘩する学生がいる。 

・母性や助産の選択授業では履修の動機付けが強いので態度はよい。毎回のアンケートで

もかなり詳細に書いてくれている。講義なのでグループワークを取り入れるともっと内容

が身に付くかもしれない。 

・地域看護の必修科目。具体的な話に乏しいと学生の興味を維持するのが難しい。映像を

見せたりすると一見関心をもつようだが，アンケートをとってみるとテーマから外れてい

たりする。グループワークの討論もさせているが，６人だとすると２名くらいが主導権を

握ってしまい，４名は埋もれてしまう印象。 

・５０人位の授業で多様な領域の学生が来るのでアンケートをとりながら双方向の形を目

指している。不明な単語等を聴いてくれるので的確な説明ができる。 

・選択必修の講義科目。配布資料を読んでくれないので，WebCT にファイルで掲示，

Paperless 化。ノート録らないので講義後に教員のメモをファイルで配布(本当は有害らし

いです)。質問がほとんどなくなったが，講義やメモで過去の質疑応答も紹介するので，先

回りし過ぎのせいかもしれない，授業も法改正や社会変動を反映させて詳しくなり過ぎて

いる。出席とらないと出て来ないので，今年度からカードリーディングで最後に出席登録

しているが，そのためだけに来ているのかテキストも開かずじーっと座っている人が居て

恐い。 

２ 解決策や改善策：個別の工夫は沢山しているが構造化がされていない。 

 WebCT や Blackboard9 の活用。全学生にノート PC かタブレットを支給。 

 ほぼ毎回の事前質問，７回のミニレポートなど提出も整理も採点も大変だった。レポー

トを３回から２回へ減らしてみたところ，応用面に走り，基礎的事項を習熟していないこ

とが試験で判明した。 

 講義内容の簡素化，まとめで内容を精選，配布資料も厳選したいが，内容が単純化する

と早合点されて既存の誤解で満足したり一知半解に終わる危険。 

 演習形式も大学の華なのに教養ゼミが強制のせいか迷惑がる雰囲気が主流。 

３ 発表：各自で「反転授業」案を作成してみたほうがもう一歩進めたかも？ 

 反転授業ができると理想的であるが，動機付けや準備が大変。 

 条件整備として「教室外」という言い回しの復活，学内でルール化が必要(大綱化と弾力

化以来，授業ルールに省略以外の工夫がみられないので無法状態) 

 教室外の学修時間を確保する為に履修科目数の制限などキャップ制も必要。 
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Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．Ⅲ．参加者アンケート参加者アンケート参加者アンケート参加者アンケート(回答者数 19 名) 

Q1-1 所属                 Q1-2 職位 

    

                     

Q1-3 年齢 

    

 

Q2-1 今回の FD 研修会をどのように知りましたか 

   

 

 

 

◆「その他」の回答 

・もみじ 

・教員からの紹介 

・他の教員のすすめ 

 

 

所属 回答人数

総合科学研究科 0

文学研究科 1

教育学研究科 13

社会科学研究科 0

理学研究科 0

先端物質科学研究科 0

医歯薬保健学研究院・科 4

工学研究院 1

生物圏科学研究科 0

国際協力研究科 0

法務研究科 0

無回答 13

A 教員

B 職員

C 学生

D その他

E 無回答

A 10代

B 20代

C 30代

D 40代

E 50代

F 60代以上

G 無回答

A 「いろは」で知った

B メールで知った

C その他

D 無回答



- 55 - 
 

Q2-2 今回の FD 研修会への参加した背景は次のいずれですか 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「授業方法に対する悩み」の具体例 

・抽象的思考を具体的思考への移行が大切だと思い参加しました。 

・4 月から授業を担当することになりますが，どう準備をしたらよいか分からなかったため 

・なるべく多くの学生を能動的にさせたい! 

・だんだん学生が最初から後ろに座るようになってきた。ここ 1，2 年の傾向 

 

 

 

Q3 講演「学生を能動的学修へ導く授業方法～Flipped Classroom(反転授業)の実践」につ

いて 

   

 

 

 

 アンケート回答者のうち，96％の方が「大変満足

している」，「だいたい満足している」と回答してい

る。その理由として「諸々の概念が整理できた。ま

た，いろいろな興味深い実証的研究を聞けてよかっ

た」，「テストがおもしろかった。少しだけど，反転

授業を体験できてよかった」等があげられる一方，

「もう少し深く具体的に聞けたら良かった!」等の意見もあった。 

 

 

 

 

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答

A 授業方法に悩みがあったから

B 講演に興味があったから

C グループワークに興味があったから

D 業務に関係があると思ったから

E 参加するよう促されたから

F その他

G 無回答
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Q4-1 グループワークの内容について 

 アンケート回答者のうち，88％の方が「期待以上

だった」，「期待通りだった」と回答している。その

理由として「内容(議論)の動きを十分に把握し続ける

ことができないという意味で「期待以上」だった。

いろいろと根深い問題だと認識した」，「問題を共有

できてよかった」等があげられる一方，「もう少し時

間があればなおよかった」，「あまり深い議論ができ

なかった。反転授業についてもっと議論したかった」等の意見もあった。 

 

Q4-2 グループワーク形式の研修会について 

 アンケート回答者のうち，67％の方が「また参加

してみたい」を回答している。その理由として「別

の参加者の意見から他の視点を知ることができた」，

「さらに議論が深められそうだから」等があげられ

る一方，「前回の参加した FD も同じような GW でし

た。テーマにあった形式にすべきなのではと思いま

す」，「合宿が前提ですかね」等の意見もあった。 

 

Q5 全体的に満足いただけましたか 

   

 

 

 

 アンケート回答者のうち，96％が「大変満足して

いる」，「だいたい満足している」と回答している。

その理由として「講演がとても興味深く，勉強にな

りました。先生のご著書を読んでみたいと思います」，

「部局以外の方の意見を聞くことができた」等があ

A 大変満足できた

B だいたい満足できた

C やや不満が残った

D 不満が残った

E 無回答

A また参加してみたい

B どちらともいえない

C もう参加したくない

D 無回答

A 期待以上だった

B 期待通りだった

C 期待はずれだった

D 無回答
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げられる一方，「なぜ 5 つの基本クイズを失敗したのかという，理由を考える時間がほしか

った」等の意見もあった。 
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ⅣⅣⅣⅣ．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて    

    

研修会担当者として研修会担当者として研修会担当者として研修会担当者として    

    

秦由美子(人材育成推進室 FD 部会委員・高等教育研究開発センター) 

 

 講演「学生を能動的学修へ導く授業方法～Flipped Classroom(反転授業)の実践」を，ア

メリカの FD に詳しい土持ゲーリー法一教授により実施していただいた。 

 最初は，果たしてどこまでこの反転授業により授業改善が実施されるのか，懐疑的な思

いもあったが，参加することでその思いも杞憂のことと理解された。思いがけずも，わた

くし自身受動的な姿勢から能動的姿勢に代わり，最後にはクイズ形式の授業を受けるグル

ープの仲間と互いに意見の交換をすることになっていた。つまり，重要な点は授業に関心

を持ち，自ら進んで授業に参加できるかどうかで，授業を自分のものと出来るかどうかが

決まるものと思われる。その意味では，土持氏の授業はかなりの成果を挙げていると考え

られるのである。 

 今回の FD に関するアンケート結果も殆どが高い評価であり，実施した側としては安堵す

るものである。しかしながら，時間の不足や参加者研究科のアンバランス等反省点も多々

あり，今後はそれらマイナス面の意見を中心に改善策を図ることが必要かと思われる。 
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平成平成平成平成 22225555 年度年度年度年度チューターチューターチューターチューター研修会研修会研修会研修会    報告書報告書報告書報告書    

----円滑な修学円滑な修学円滑な修学円滑な修学支援支援支援支援と学生生活を支援するためにと学生生活を支援するためにと学生生活を支援するためにと学生生活を支援するために----    

 

2014 年 3月 

人材育成推進室（FD 部会） 

 

ⅠⅠⅠⅠ....趣旨・目的趣旨・目的趣旨・目的趣旨・目的    

 平成 26年度入学生を担当するチューターを主な対象とし，学生の成績評価・学習相談および生活支

援等，チューターの業務における留意事項について理解を深めることを目的として開催しました。 

 

主 催： 人材育成推進室（FD 部会） 

対象者： 平成 26年度入学生担当チューター，各学部の学生担当教員，各学部等の学生支援業務を担

当する事務職員等 

日 時： 平成 26年 3月 17 日（月）13：30～16：30 

場 所： <東広島キャンパス>総合科学部L102講義室 

     <霞キャンパス>医学部保健学科208教室 

     ※双方向システムによる 2 地点同時開催 

プログラム：13:00 受付 

13:30  開会 司会：大膳 司(人材育成推進室(FD部会)部会長) 

    挨拶：江坂 宗春 副学長(学生支援担当) 

13:35  趣旨説明   古澤 修一 副理事(教育改革担当) 

14:00 「到達目標型教育プログラムとチューターの役割」 

                       小澤 孝一郎 教授(学士課程会議議長) 

14:25 質疑応答(5分) 

14:30 「学生生活に係るリスクと対応 」 

             吉原 正治 教授(保健管理センター長) 

14:45  質疑応答(5分) 

14:50  「気になる学生への対応とチューターの役割－特に学生の自殺防止に向けて－」 

     内野 悌司 准教授(保健管理センター・カウンセリング部門長) 

15:30   質疑応答(5 分) 

15:35  「メンタルヘルスと自殺予防」 

         岡本 百合 准教授(保健管理センター・メンタルヘルス部門長) 

16:15  全体の質疑応答(15 分) 

16:30  閉会(アンケート記入) 
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ⅡⅡⅡⅡ．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート((((回答者数回答者数回答者数回答者数 65656565 名名名名))))    ※自由記述は後述 

 

参加者 85名(教員 71 名，職員 12 名，学生 2名) 

  東広島 71名，霞 14名 

○本研修会への参加についてお聞きします。 

1.今回の FD研修会をどのように知りましたか。   2.今回の FD 研修会へ参加した背景は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

        

 

 

 

 

○「到達目標型教育プログラムとチューターの役割」についてお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「学生生活に係わるリスクと対応」についてお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

A チューターの悩みがあったから 1 

B 講演に興味があったから 4 

C 業務に関係があると思ったから 43 

D 参加するよう促されたから 9 

E その他 7 

A 「いろは」で知った 6 

B メールで知った 55 

C その他 4 

A 大変満足できた 11 

B だいたい満足できた 37 

C やや不満が残った 11 

D 不満が残った 2 

A 大変満足できた 15 

B だいたい満足できた 39 

C やや不満が残った 6 

D 不満が残った 1 
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 ○「気になる学生への対応とチューターの役割－特に学生の自殺防止に向けて－」について 

  お聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「メンタルヘルスと自殺予防」についてお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

A 大変満足できた 25 

B だいたい満足できた 27 

C やや不満が残った 3 

D 不満が残った 1 

A 大変満足できた 23 

B だいたい満足できた 25 

C やや不満が残った 7 

D 不満が残った 0 
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ⅢⅢⅢⅢ．研修会を．研修会を．研修会を．研修会を終えて終えて終えて終えて    

 

 今年も参加者 85 名を迎えてチューター研修会を実施いたしました。教員の参加は 71 名、学生支援に

関連された職員の方が 12 名、他に学生さんの参加が 2 名ありました。 

 まず、参加の動機についてですが、参加者のほとんどの方がメールにより研修会の情報を得ており、

参加者の 75％が御自身の判断での参加であり、14％の方が他者から促されての参加でした。 “いろは”

で情報を自発的に得て、かつ、自発的に参加された方は、おおよそ 7％（85 名中 6 名）の方ではなかっ

たでしょうか。つまり、未だに“いろは”での情報の周知経路が徹底されていないことも分かりました。

また、少ないながらも、誰かが“いろは”で情報を得て重要と判断し、該当の方にメールで案内を差し

上げて、受け取った方が参加するという図式が一般的である事も、残念ながら明らかになりました。 

 最初に、私の方から参加者に対して「チューターの手引き」を読んだことがあるかどうかをお訪ねし

たところ、読んだ事がある方は僅か数名しかおられませんでした。アンケートでは、今後は新人チュー

ターの参加だけで良いのではないかというご意見もありましたが、この既読率を見ても、毎年、全チュ

ーターに対して（新たになのか、再度になるのかは分かりませんが）チューターの手引きを読んで戴く

機会を作る為にも、この研修会を行う必要性がある事を実感いたしました。 

 到達目標型プログラムとチューターの役割については、少し説明が早いというご指摘を受けながらも、

プログラムの中でのチューターの役割を理解して戴けたことが読み取れました。また、PBL(problem 

based learning)についての知名度が未だに低いことも明らかとなり、教養ゼミガイドブックの知名度が

低いことが露わになりました。これは、ぜひ各部局で徹底して戴きたいと思います。 

 今年度は、学生生活に対するリスクと対応、気になる学生への対応、メンタルヘルスの問題に関して、

特に重点を置いて研修を行いました。その結果、それらに対する満足度は高く、他の教員にも聞かせて

欲しいとの意見もありました。私の知る限り、全部局において、教授会などの前後に、部局構成員に対

する FD を開催しているはずです。今後、このような内容の研修会の要望がありましたら、ぜひ、保健

管理センターに実施依頼の問い合わせをして戴ければと思います。 

 また、今回、上記の問題に重点を置かせて戴いたことから、重複した内容があったので整理して短時

間で実施して欲しいとのご意見を戴きました。しかしながら、重要な事なので内容が重複してしまった

とご理解下さい。実際に、もっと詳しく知りたかったと言うご意見も戴いております。次回からは講演

者間での内容の突き合わせをさらに深く行い、分かりやすく、また、時間を短縮できるように改善して

いきたいと思います。 

 この研修を通して、まず、チューターとは何か、学生支援・教育支援の立場からチューターは何をし

なければならないか等につきましては、理解して戴けたものと思われます。また、チューターとしてだ

けで無く、学生と関わる多くの場面において、現在の一般的な学生の特性や、学生のリスクを理解し、

学生指導に於いて問題となりそうな場合に、どうしたら良いのかについて、参加者の皆様の参考になっ

たのではないかと、アンケート意見からも判断しております。今後、このような問題でお困りの事象が

出てきたときには、何なりと、教育室や保健管理センターにご相談して戴きたくお願いいたします。 

 今回の参加者は 71 名に留まってしまったのですが、日程が悪かったのか、理解しているから参加さ

れなかったのか、または他の様々な理由により参加者が少なかったのか、こちらでは判断ができており

ません。しかしながら、学年末のこの時期に実施する事が、多くの方々にとって参加し易いのではと判

断し、日程を決めさせて戴きました。今後は、情報の伝達経路の改善などを行いますので、さらに多く
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の教員に参加して戴きたいと考えております。「学生を甘やかせすぎだ」とのご意見も戴いております

が、学生の資質も変化してきております。この研修を通して、教職員のご理解とご協力を得ることがで

きますれば、学生の学びやすい環境を広島大学に構築することができると信じております。今後とも、

教職員の方々には、学生の就学・教学支援に対してご協力を戴きたく宜しくお願いいたします。 

  

教育・国際室（教育改革担当副理事）古澤修一 
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PBLPBLPBLPBL ファシリテータ養成ワークショップファシリテータ養成ワークショップファシリテータ養成ワークショップファシリテータ養成ワークショップ    報告書報告書報告書報告書    

 

2014 年 3月 

人材育成推進室（FD 部会） 

 

趣旨：趣旨：趣旨：趣旨：本学では，教養ゼミで PBL(問題を基盤とした学習)を基本に捉えた授業を行うことを

推進しています。PBL とは，学習者が主体的に問題発見と解決に取り組むようにデザイン

された教育方法です。 

 本ワークショップは，以下のことを目的として実施します。 

①参加者が学習者として実際に PBL の進行を体験することで，学生参加型授業の実施に役

立てていただく。 

②領域横断型の編成で実施するハーモナイゼーション PBL の効果を体験していただき，幅

広い視野やコミュニケーション能力に支えられた汎用性の高い問題解決能力を身につける

授業方法を習得していただく。 

③実際にグループ学習のファシリテータを体験することで，PBL 授業の評価の仕方を習得

していただく。(評価者養成コース) 

    

日時：日時：日時：日時：2014 年 3 月 26 日(水)9:00～17:00    

場所：場所：場所：場所：東広島キャンパス 総合科学部 K 棟 110，111，112，201CALL (受付 K110) 

対象者・定員対象者・定員対象者・定員対象者・定員・内容・内容・内容・内容：：：：    

コース名 ファシリテータ養成コース 評価者養成コース 

対象者 

平成 26 年度に「教養ゼミ」を担当する

予定の教員，PBL に興味・関心のある

教員(特任教員の方，学外の方を含む) 

過去の PBL ワークショップ参加者(特

任教員の方，学外の方を含む)  

※申込状況によって，学内者を優先さ

せていただく場合がありますので，ご

了承ください。 

定員 24 名 6 名 

内容 

ハーモナイゼーション PBL の意義と方法・教材，成果と評価等 (詳細は「スケ

ジュール」をご参照ください) 

学習者として PBL を体験していただ

きます。 

ファシリテータとして PBL を体験し

ていただきます。 
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ⅡⅡⅡⅡ．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート((((回答者数回答者数回答者数回答者数 22222222 名名名名))))    参加者 23名(学内 8名，学外 14 名) 

 

Q1Q1Q1Q1 本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。

1 学内情報共有基盤「いろは」を見て 1

2 支援室から送信されたメールを見て 5

3 本学のHPまたはfacebookを見て 2

4

高等教育研究開発センターのHPを見

て

0

5

京都大学のあさがおメーリングリストを

見て

8

6 その他 6

○その他

上司に言われ

広島大学全学FDでPBLが教養ゼミの活

性化に役立つと聞いて

RIHEの情報提供メール

所属先のFD担当部局かたのメール

大学のFD推進室からの情報で

チューター説明会に参加した際の宣伝にて

5%

23%

9%

0%
36%

27%

学内情報共有基盤「いろは」を

見て

支援室から送信されたメールを

見て

本学のHPまたはfacebookを見

て

高等教育研究開発センターの

HPを見て

京都大学のあさがおメーリング

リストを見て

その他

 

 

Q2Q2Q2Q2 本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）

1

ご所属先の教育改善に関してヒントを

得たい

11 50

2 ご自身の授業開発の参考にしたい 12 54.5

3 その他 2 9.09

○その他

修論の参考にしたい

教養ゼミ担当として生かしたい

0 20 40 60 80 100

ご所属先の教育改善に関

してヒントを得たい

ご自身の授業開発の参考

にしたい

その他

 

 

Q3Q3Q3Q3 本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックしてください。（複数回答可）本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックしてください。（複数回答可）本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックしてください。（複数回答可）本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックしてください。（複数回答可）

1

「ハーモナイゼーションPBLの目的と

意義」（講演）

11 50

2

「PBLの有効性について」または「PBL

授業の評価について」

12 54.5

3

PBL体験：グループ学習（問題発見～

プロブレムマップの作成）

19 86.4

4

PBL体験：全体会（プロブレムマップ発

表）

18 81.8

5

PBL体験：グループ学習（学習項目の

設定と分担）

17 77.3

6

PBL体験：自己学習またはファシリ

テータ実践に関するディスカッション

15 68.2

7

PBL体験：グループ学習（学習成果の

共有と成果発表準備）

17 77.3

8 全体会：総括 16 72.7

0 20 40 60 80 100

「ハーモナイゼーションPBLの目

的と意義」（講演）

「PBLの有効性について」また

は「PBL授業の評価について」

PBL体験：グループ学習（問題発

見～プロブレムマップの作成）

PBL体験：全体会（プロブレム

マップ発表）

PBL体験：グループ学習（学習項

目の設定と分担）

PBL体験：自己学習またはファシ

リテータ実践に関するディス…

PBL体験：グループ学習（学習成

果の共有と成果発表準備）

全体会：総括
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Q4Q4Q4Q4 今後、PBLについて得たい情報にチェックしてください。（複数回答可）今後、PBLについて得たい情報にチェックしてください。（複数回答可）今後、PBLについて得たい情報にチェックしてください。（複数回答可）今後、PBLについて得たい情報にチェックしてください。（複数回答可）

1 授業計画 11 50

2 評価方法 17 77.3

3 成果に関するデータ 7 31.8

4 シナリオ等教材 14 63.6

5 その他 0 0

0 20 40 60 80 100

授業計画

評価方法

成果に関するデータ

シナリオ等教材

その他
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ⅢⅢⅢⅢ．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて    

 

ワークショップ担当者として 

 

小澤孝一郎（人材育成室 FD 部会委員・大学院医歯薬保健学研究院） 

古澤修一(人材育成室 FD部会委員・生物圏科学研究科) 

吉田香奈（人材育成室 FD部会委員・教養教育本部） 

 

 本年度２回目となるハーモナイゼーション PBL ワークショップが開催されました。本ワークショップ

は2010年より1年に2回のペースで開催されており、これまで1)ファシリテータ養成ワークショップ、

2)シナリオ作成ワークショップ、の 2 種類のワークショップが開催されています。今回は１つのワーク

ショップを１日かけて行い、2日間連続で実施するというスケジュールを組みました。また、今回、初

めての試みとして「評価者養成コース」を創設し、初日のファシリテータ養成ワークショップと同時並

行で実施しました。参加者は 23 名(学内 8 名，学外 14名)でした。 

初日のファシリテータ養成ワークショップ(ファシリテータ養成コース・評価者養成コース)では、小

澤が司会および全体のコーディネーターを務め、古澤は全体のファシリテータ、吉田は講師として PBL

の有効性について報告を行いました。また、全体のオーガナイザーとして於保幸正教授(総合科学研究

科)からの支援を得ました。PBL 体験では 1 班のファシリテータを田地豪講師(医歯薬保健学研究院)、2

班のファシリテータを堀江剛教授(総合科学研究科)、3班のファシリテータを赤井清晃准教授(文学研究

科)にお願いし、巧みなファシリテーションのもとに活発な議論が展開されました。ご多忙の中、学内

FD のために手間と労力を惜しみなく提供していただいた諸先生方に心よりお礼申し上げます。 

事後アンケートでは、特に有益であったとの回答が多かったのは「PBL 体験：グループ学習(問題発見

～プロブレムマップ発表)」「PBL 体験：全体会(プロブレムマップ発表)」でした。自由記述では「PBL

の目的について考える良い機会をいただきました。」「実際に PBL を体験することで，ガイドブックの概要を

読むよりもずっと深い理解ができました。」という意見が寄せられました。 

一方、最後の総合討論ではファシリテータの役割に関する質問が多く寄せられました。「学生のグループ討

論の場でファシリテータはどのような役割を果たすべきか？議論を誘導するのか、あるいはしないのか？」

という質問について、FD 部会からは「基本的にファシリテータは教える立場には立たず、議論の方向を誘導

するのみ」と回答をしました。 

また、事後アンケートでは「評価方法についてもう少し詳しい話がききたかった。」「先生方が実際にやっ

ていてご苦労されている点など経験の共有とそれにどう対処すべきかアイデアを出し合えると良かった。」と

いう意見も寄せられました。今回、他大学の参加者は各自の大学でこれから PBL の導入を予定しているとこ

ろが多く、導入のための具体的な方法を知りたいという要望もあったようです。このような要望に対しては、

ワークショップ終了後に普及活動のためのワークショップや懇談の場を設けるなどの工夫も必要かもしれ

ません。 
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PBLPBLPBLPBL シナリオ作成シナリオ作成シナリオ作成シナリオ作成ワークショップワークショップワークショップワークショップ    報告書報告書報告書報告書    

2014 年 3月 

人材育成推進室（FD 部会） 

 

趣旨：趣旨：趣旨：趣旨：本学では，「教養ゼミ」で PBL(問題を基盤とした学習)を基本に捉えた授業を行うことを推

進しています。PBL とは，学習者が主体的に問題発見と解決に取り組むようにデザインさ

れた教育方法です。本ワークショップは，PBL に精通した教員が新しいシナリオを作成し

公開することで，全学に PBL の活用を広く促すことを目的として開催するものです。 

日時：日時：日時：日時：2014 年 3 月 27 日(木)10:00～17:10    

場所：場所：場所：場所：東広島キャンパス 総合科学部 K 棟 110，111，112(受付 K110)    

対象者：対象者：対象者：対象者：過去の PBL ワークショップ参加者，PBL 実施経験者(特任教員の方，学外の方を含む) 

定員：定員：定員：定員：24 名    

内容：内容：内容：内容：    

時間 内容 会場 

9:30 30 受付 K110 

10:00 10 
開会挨拶 大膳司 教授(人材育成推進室(FD 部会)部会長) 

スケジュール説明 
K110 

10:10 60 

PBL 実践事例紹介 

・総合科学部の事例(佐藤明子(総合科学研究科・准教授)) 

・歯学部の事例(田地豪(医歯薬保健学研究院・講師)) 

・広島大学短期交換留学生向けプログラムの事例 

(恒松直美(国際センター・准教授)) 

K110 

11:10 20 
「シナリオの作成過程」 

小澤孝一郎(医歯薬保健学研究院・教授) 
K110 

11:30 30 
グループ作業：シナリオ作成 

(学習テーマ，キーワード等の抽出) 
K111,K112 

12:00 40 昼食(お弁当) K111,K112 

12:40 120 
グループ作業：シナリオ作成 

(学習テーマ，キーワード等の抽出～シナリオ作成) 
K111,K112 

14:40 10 休憩 

14:50 60 シナリオ試行模擬 PBL K111,K112 

15:50 60 
模擬 PBL 全体会(グループ学習成果発表) 

シナリオ修正意見交換 
K110 

16:50 20 
総括 

閉会挨拶 古澤修一 副理事(教育改革担当) 
K110 

17:10 終了 
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ⅡⅡⅡⅡ．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート．参加者アンケート((((回答者数回答者数回答者数回答者数 11111111 名名名名))))    参加者 16名(学内 4名，学外 12 名) 

 

Q1Q1Q1Q1 本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。（複数回答可）本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。（複数回答可）本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。（複数回答可）本ワークショップの開催を、どのようにお知りになりましたか。（複数回答可）

1 学内情報共有基盤「いろは」を見て 0

2 支援室から送信されたメールを見て 2

3 本学のHPまたはfacebookを見て 2

4

高等教育研究開発センターのHPを見

て

1

5

京都大学のあさがおメーリングリストを

見て

5

6 その他 2

○その他

産業界ニーズGPからの案内転送

RIHEの新着情報

0%

17%

17%

8%

41%

17%

学内情報共有基盤「いろは」を

見て

支援室から送信されたメールを

見て

本学のHPまたはfacebookを見

て

高等教育研究開発センターの

HPを見て

京都大学のあさがおメーリング

リストを見て

その他

 

Q2Q2Q2Q2 本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）本ワークショップ参加の動機はどのようなものですか。（複数回答可）

1

ご所属先の教育改善に関してヒントを

得たい

5 45.5

2 ご自身の授業開発の参考にしたい 8 72.7

3 その他 1 9.09

○その他

修論の研究テーマなので

0 20 40 60 80 100

ご所属先の教育改善に関

してヒントを得たい

ご自身の授業開発の参考

にしたい

その他

 

Q3Q3Q3Q3 PBL実践事例紹介についてお聞きします。PBL実践事例紹介についてお聞きします。PBL実践事例紹介についてお聞きします。PBL実践事例紹介についてお聞きします。

１．１．１．１． 「総合科学部の事例」の内容はいかかでしたか。「総合科学部の事例」の内容はいかかでしたか。「総合科学部の事例」の内容はいかかでしたか。「総合科学部の事例」の内容はいかかでしたか。

1 大変満足できた 8 72.7

2 だいたい満足できた 3 27.3

3 やや不満が残った 0 0

4 不満が残った 0 0

0 20 40 60 80 100

大変満足できた

だいたい満足できた

やや不満が残った

不満が残った
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２．２．２．２． 「歯学部の事例」の内容はいかがでしたか。「歯学部の事例」の内容はいかがでしたか。「歯学部の事例」の内容はいかがでしたか。「歯学部の事例」の内容はいかがでしたか。

1 大変満足できた 9 81.8

2 だいたい満足できた 2 18.2

3 やや不満が残った 0 0

4 不満が残った 0 0

0 20 40 60 80 100

大変満足できた

だいたい満足できた

やや不満が残った

不満が残った

 

３．３．３．３． 「広島大学短期交換留学生向けプログラムの事例」の内容はいかかでしたか。「広島大学短期交換留学生向けプログラムの事例」の内容はいかかでしたか。「広島大学短期交換留学生向けプログラムの事例」の内容はいかかでしたか。「広島大学短期交換留学生向けプログラムの事例」の内容はいかかでしたか。

1 大変満足できた 6 54.5

2 だいたい満足できた 5 45.5

3 やや不満が残った 0 0

4 不満が残った 0 0

0 20 40 60 80 100

大変満足できた

だいたい満足できた

やや不満が残った

不満が残った

 

Q4Q4Q4Q4 本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックして下さい（複数回答可）本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックして下さい（複数回答可）本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックして下さい（複数回答可）本日のプログラムの中で有益であったと感じられるものにチェックして下さい（複数回答可）

1 講義「シナリオ作成過程」 8 72.7

2 グループ討議：シナリオ作成 8 72.7

3 シナリオ試行模擬PBL 6 54.5

4 模擬PBL全体会 6 54.5

5 シナリオ修正意見交換 6 54.5

6 総括 5 45.5

0 20 40 60 80 100

講義「シナリオ作成過程」

グループ討議：シナリオ作

成

シナリオ試行模擬PBL

模擬PBL全体会

シナリオ修正意見交換
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ⅢⅢⅢⅢ．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて．研修会を終えて    

 

ワークショップ担当者として 

 

小澤孝一郎（人材育成室 FD 部会委員・大学院医歯薬保健学研究院） 

古澤修一(人材育成室 FD部会委員・生物圏科学研究科) 

吉田香奈（人材育成室 FD部会委員・教養教育本部） 

 

 

２日目のシナリオ作成ワークショップでは、まず PBL 実践事例紹介として総合科学部の事例(佐藤明

子(総合科学研究科・准教授))、歯学部の事例(田地豪(医歯薬保健学研究院・講師))、広島大学短期交換留

学生向けプログラムの事例(恒松直美(国際センター・准教授))の３つのケースが紹介された後、3 グルー

プに分かれてシナリオの作成が行われました。テーマは自由とし、各グループで作成したシナリオは午

後に「シナリオ試行模擬 PBL」を行い、内容の検証が行われました。参加者は 16 名(学内 4 名，学外

12 名)でした。初日のファシリテータ養成ワークショップに引き続き参加した方も多く、初日よりもさ

らに活発な議論が展開されました。 

事後アンケートでは、特に有益であったとの回答が多かったのは「講義：シナリオ作成過程」「グル

ープ討議：シナリオ作成」でした。自由記述では「大変勉強になりました。ありがとうございました。

今後の授業に生かせると思います。」「ハードルは高いですが，私の本務校でも共通教育で PBL のような

グループワークを取り入れたプログラムを展開したいと思う気持ちが強くなりました。」いう意見が寄

せられました。 

2 日間連続のワークショップで実施側の準備は大変でしたが、今後も授業改善のために役立つ FD の場

としてワークショップを継続できればと考えています。 



広島大学教養教育新任

教員研修会

● ○ 教養教育本部

主に本学の教養教育の授業を初めて担当する教員を対

象に，教養教育の理念・目的，歴史と現状や，授業を

担当する上で必要な情報等について説明を行います。

また，教養教育への理解を深め，授業実践に役立てる

ためのワークショップを開催します。

平成25年度に，初めて教養教育

の授業を担当する教員

過去5年程度の間に，初めて教

養教育の授業を担当した教員

その他参加を希望する教員

H25 3/28

総合科学部

K111講義室

18名 18 18

アンケート結果から，研修内容に対す

る満足度は全体的に高かったことが伺

える。後半のワークショップの参加者

からは「他の教員の方とお話をする機

会がなかったので，とても貴重な機会

だったと思います」「様々な分野の先

生方の取り組みがわかって興味深かっ

たです」といった感想が寄せられてお

り，教員相互の情報交換の場として有

効であったと考えられる。

研修会の参加者をどう増やしていくか

という問題がある。本研修会の対象者

は平成25年度に新たに教養教育の授業

を担当する教員29名であるが，これに

加えて過去数年間に新たに教養教育を

担当した教員199名（平成24年度57

名，平成23年度45名，平成22年度31

名，平成21年度37名，平成20年度29

名）にも参加を呼びかけた。しかし，

最終的な参加者は18名であった。研修

会の日程，依頼方法などを検討し，一

人でも多くの教員が参加できるように

工夫することが必要である。

有

教養教育新任教員研修

会―授業参観・勉強会

を通じた教授法の改善

―（前期）

● ○ 教養教育本部

教養教育科目の授業を参観することにより，授業運営

の基本的な方法を理解する。また，参観終了後に勉強

会を開催し，授業を進める上での工夫や課題等につい

て意見交換を行い，参観者の授業改善に役立てる。

平成25年度から，初めて教養教

育の授業を担当している教員

過去5年程度の間に，初めて教

養教育の授業を担当した教員

その他，参加を希望する教員

6/4,6/6

総合科学部講

義室，第3会

議室

6/4 8名

6/6 10名

18 18

授業参観及び意見交換会の内容のアン

ケート結果について，参加者の大多数

が「大変満足できた」，「だいたい満

足できた」と回答しており，高い評価

を得ることができた。また，意見交換

会については，分野や職務経験年数を

越えた活発な議論が展開され，アン

ケートの自由記述からも，分野を問わ

ず授業方法の改善に有益だったことが

伺える。

両日ともに参加者数が少なかったた

め，今後は研修会の対象者及び周知方

法などを見直す必要があるが，反対に

参加者が多数になることで意見交換会

の議論が消極的にならないよう，参加

者の定員数に留意する必要がある。

有

教養教育新任教員研修

会―授業参観・勉強会

を通じた教授法の改善

―（後期）

● ○ 教養教育本部

教養教育の授業を参観することにより，授業運営の基

本的な方法を理解する。また，参観終了後に研究会を

開催し，授業を進める上での工夫や課題等について意

見交換を行い，参観者の授業改善に役立てる。

平成25年度から，初めて教養教

育の授業を担当している教員

過去5年程度の間に，初めて教

養教育の授業を担当した教員

「広島大学新任教員研修プログ

ラム」の対象となる新任教員

その他，参加を希望する教員及

び職員

11/26

12/3

総合科学部講

義室，第3会

議室

11/26 12名

12/3  15名

27 18 9

授業参観及び意見交換会の内容のアン

ケート結果について，参加者の大多数

が「大変満足できた」，「だいたい満

足できた」と回答しており，高い評価

を得ることができた。また，授業後の

研究会については，授業を進める上で

の工夫などを中心に，意見交換が行わ

れ，特に，第１回（11/26)では授業に

遅刻した学生への対応方法について，

第２回（12/3）ではクリッカーを取り

入れたきっかけやその教育効果につい

て，活発な議論が行われた。

前期と同様，参加者が少なかったた

め，引き続き，広報活動や周知方法等

の改善に努める。

有

教養教育FD研修会 ● ○ ○ ○ 教養教育本部

戦後日本の大学における一般教育・教養教育の展開に

ついて理解を深め，今日直面する諸課題について議論

を行う。

学生・教職員・一般 7/4

総合科学研究

科K棟314講義

室

108名（教員

34　学生

20，職員

50，学外者

4）

104 34 50 20 4

講演内容に対するアンケート結果につ

いて，参加者の多数が「大変満足でき

た」，「だいたい満足できた」と回答

しており，また，教養教育の歴史や成

り立ちを知ることができたといった意

見もみられ，参加者の教養教育に対す

る理解が，より深まったと考えられ

る。

アンケートの自由記述のうち，「限ら

れた時間のため具体性に欠けていた」

や「議論の時間がもう少し必要」と

いった意見がみられたため，次回以降

の研修では内容と時間配分に留意し，

適切な研修スケジュールとなるよう改

善する。

無

全学FD－ICTを用いた授

業の方法－

● ○ ○

教育推進グルー

プ（eラーニング

推進会議）

授業においてICTを活用し，学生に主体的な学修を促

すために必要な知識及び本学におけるICT環境や支援

体制の情報を提供し，授業方法の工夫改善に役立てる

ことを目的とする。

教職員（ICTの教育利用につい

て興味のある者）

10/3

学生プラザ

多目的室1，2

医学部基礎・

社会医学棟セ

ミナー室2

［テレビ会

議］

13名 13 13

　アンケート結果では，参加した教員

の多くが，本研修会の内容に満足でき

たと回答しており，特にLMS（Bb9）を

用いた演習については好評だった。授

業において早速実践してみたいという

教員もおり，受講者のICTに関する知

識獲得，授業方法改善に向けた意欲の

向上につながったと考えられる。

　本研修会は，新任教員研修プログラ

ムとしても提供しているため，初任者

を意識した内容となっており，すでに

ICTを活用している教員からは，「新

しい情報が少なくもの足りなかった」

という回答もあった。次回実施の際

は，演習をより充実させ，このような

教員にも対応できるものとなるよう，

プログラムを見直しを図る。

　また，参加者が著しく少なかったた

め，開催日程や周知方法についても見

直しを図る。

有

新任教員研修プログラムの一部

（選択必修2.5時間）としても提

供

英語による授業教授法

研修

● ○

国際交流グルー

プ

　英語により授業実施する教員に対して，英語による

教授法研修の受講機会を提供し，本学の授業（英語）

の質及び量の向上を図る。

教員（世界展開力強化事業実施

部局(総,教,社,理,医歯薬保,

工,生,国）を優先）

9月

第1：9/2-6

第2：9/9-

13

3月

第1：3/17-

21

第2：3/24-

28

東広島キャン

パス

9月

29名

3月

○名

29 29 0 0 0

参加教員からの評価も高く，早速でき

るところから実践に活かしたいという

声が多かった。

・参加教員の語学レベルに応じてクラ

ス分けをする。

・（その他提案）授業教授法のFD（英

語によらず）のニーズが高いことが分

かった。

有 ※世界展開力強化事業

ＩＤＥ大学セミナー ● ○ ○ ○ 総務グループ

中国・四国地区における，大学を中心とする高等教育

の充実・発展に貢献することを目的とし，「授業（教

育）改善」，「自律的学習」など，教育内容等の改善

をテーマとして開催している。

中国・四国地区の大学その他教

育機関に勤務する教職員

8/22

ホテルグラン

ヴィア広島

68名 28 12 16 40

今回は「教学ガバナンスとマネジメン

ト」をテーマとし，教員の教育活動を

支援し，教育の質的向上を図るため，

大学内部のガバナンスとマネジメント

のあり方に注目しながら，今後の大学

のあるべき姿について，議論を深め

た。ディスカッション（質疑応答）の

時間を長めにとったことで，非常に中

身の濃い議論を行うことができた。

前回まで2日間開催していたが，2日目

の参加者が極端に少なくなり，最後の

ディスカッションが盛り上がらないこ

とから，今回は1日のみとした。参加

者の反応は概ね肯定的であり，今後も

継続する予定。

有

ＩＤＥ大学協会中国・四国支部

と本学の共催

高等教育研究開発セン

ター公開研究会

● ○ ○

高等教育研究開

発センター

高等教育の質保証に関する内外の先端的事例を聴講す

ることを通して，大学改革について最新の情報を得る

ことを目的とする。

教員，職員

4/15,5/13,

5/30,6/17

高等教育研究

開発センター

61名 51 35 10 6 10

どの研究会においても，参加者間の活

発な討論が行われ，研究会のテーマを

深く理解することができていた。

学内の参加者が少ない。研究会の内容

紹介を工夫するなど広報を工夫する必

要がある。

有

平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧

研修等の名称

区分

PD

教員

対象

職員

対象

学生

対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場 受講者数

合計

（学内

者）

教員 備考職員 学生

その

他

（学

外

者）

成果 課題と改善策

次年度実

施予定

（回答時

点）

7
2

1



平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧

研修等の名称

区分

PD

教員

対象

職員

対象

学生

対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場 受講者数

合計

（学内

者）

教員 備考職員 学生

その

他

（学

外

者）

成果 課題と改善策

次年度実

施予定

（回答時

点）

高等教育研究開発セン

ター公開セミナー

● ○ ○

高等教育研究開

発センター

大学職員向けの入試選抜，学士課程教育，管理運営，

財務について内外の広い視野から基礎的知識や技能を

身につけることを目的とする。

高等教育に関して基礎的な知識

習得を希望する者

8/19-20

高等教育研究

開発センター

21名 7 4 3 0 14

アンケート結果から，多くの参加者が

様々な点で満足していることを確認で

きた。

一部の受講希望者は。本セミナー内容

よりも上位のレベルの話を求めている

方もおられた。内容の設定を工夫する

必要がある。

有

高等教育研究開発セン

ター研究員集会

● ○ ○

高等教育研究開

発センター

高等教育政策に関する最新のテーマについて基調講演

とパネルデイスカッションから構成される。政策動向

についてセンター研究員，学内教職員と認識の共有化

をはかることを目的とする。

教員，職員 11月

学士会館レセ

プションホー

ル

73名 40 19 3 18 33

｢大学のガバナンス－その特質を踏ま

えた組織運営の在り方を考える－」を

テーマに，1日半の研究会であった。

今日，日本では，学長のリーダーシッ

プを中心とするトップダウン的な管理

の在り方が求められているが，諸外国

や企業社会ではどのような管理の特徴

があるのか，効果的な管理方法とはど

のようなものなのか，活発に討論され

た。

学内の参加者が少ない。内容の工夫や

その広報の在り方を工夫する必要があ

る。

有

第16回日本高等教育学

会シンポジウム

● ○ ○ ○

高等教育研究開

発センター

日本高等教育学会シンポジウム「今，大学教育を問う

－職業との関連で」学士課程教育と仕事，大学から社

会への移行，キャリア教育の可能性について幅広く最

新の情報を得ることを目的とする。（26日の公開シン

ポジウムのみ無料で参加可能）

教員，職員，学生 5/26

サタケメモリ

アルホール

291名 21 17 0 4 270

広報を工夫したこともあり，100名を

超す参加者があった。報告内容の質も

高く，多くの参加者は満足していた。

特になし 無

留学生教育支援FD/SD ● ○ ○

国際交流グルー

プ

本学の留学生が直面する現状と課題の共有を行い，今

後の対応等について全学的な意思統一を図る。

各部局の留学生支援担当教職

員，留学生の指導を行う教員

11/25

東広島キャン

パス（霞地区

はTV会議）

21名 19 9 10 2

過去の実績や情報が相対的に少ない留

学生の事件・事故に係る緊急時対応に

ついて，情報共有を図ることが出来

た。

時間の制約上，説明やディスカッショ

ンに十分な時間が取れなかったこと。

ケーススタディや具体的な事例を示し

ながらの議論を行えるよう工夫した

い。

有

学生相談シンポジウム ● ○ ○ 保健管理センター

学生と身近に接する教職員を対象として，学生支援上

のトピックスをとり上げ研修を行い，学生の相談に活

かす事を目的としている。ストレスの多い現代社会で

は，いかに上手にストレスを発散・解消するかが大切

であり，平成25年度は，ストレスマネジメントをテー

マとする講演会を開催した。

教員（チューター，指導教員，

その他希望者），職員

9/30

法人本部棟4

階会議室

60名 60 23 20 17

本企画では「動作を用いたリラクセー

ション法」として，イライラしたとき

のリラックス法について，実際に参加

者に実技で体感いただいた。そのこと

で，知識・経験は概ね修得できたとみ

られ，他の職員，学生にも波及効果が

あると思われる。

資料のみでは修得困難な，実技の研修

会であったため，東広島キャンパスの

みでの開催となった。今後このような

実技であっても，可能であれば，２

キャンパスでの開催や中継，交互開催

なども検討したい。

有

メンタルヘルス研修会 ● ○ ○ 保健管理センター

学生のメンタルヘルスに関する知識・情報を得て，理

解をすすめるとともに早期対応，支援方法を検討す

る。

教員，職員 3/24

東広島キャン

パス，霞・東

千田はTV会議

未定 有 今後実施予定

手話講習会 ● ○ ○ ○

アクセシビリ

ティセンター

県内で活躍している手話通訳士の方と手話ネイティブ

の方を講師として迎え，手話への理解を深めること

と，視覚的なコミュニケーションスキルを育むことを

目的として学生・教職員を対象として前期・後期各1

回（4時間半）開催している。実際に手を動かしなが

ら手話の初歩から学ぶことができる。

学生・教職員

6月の土曜

日

12月の土曜

日

学生プラザ 48名 48 0 2 46

6月12月に実施し，各回24名の参加が

あり，アンケートの結果も好評であっ

た。実践的な手話に接する機会を提供

することができ，多様なコミュニケー

ションスキルへの理解促進や意識啓発

を図ることができあた。

WEBサイトで提供できる情報の拡充な

ど広報を強化したい。

有

平成26年度より，教職員向け1級

AL育成プログラムの指定講習と

して組み込む予定

総合科学研究科・総合

科学部ＦＤ研修会

● ○ ○

総合科学研究科

長室（運営支援

グループ）

学部，研究科の教育理念及び教育目標に基づき，授業

内容・方法を改善，向上させるとともに，構成員全体

が共通理解を深め教育・研究指導能力の向上を目的と

し開催するもの。年3～4回程度実施。

＜平成25年度1月までの実施状況＞

第1回：「大学と教養教育－戦後日本における模索」

　　（教養教育本部主催，総合科学研究科共催）

第2回：「総合科学部新プログラムの進行状況につい

て」

第3回：「国立大学改革プラン及び広島大学改革構想

について」

第4回：「情報セキュリティ講習」～広島大学での最

新のセキュリティトラブルの事例とその対策について

紹介するもの～

第5回：「総合科学推進プロジェクト研究成果報告」

(予定）

総合科学研究科・総合科学部教

職員

第1回：

　7月4日

第2回：

　7月31日

第3回：

　12月18日

第4回：

　3月5日

第5回：

　3月19日

第1回：総合

科学研究科

Ｋ棟314講義

室

第2,3,4回：

総合科学研究

科第1会議室

第1回：30名

第2回：89名

第3回：95名

第4回：73名

第5回：45名

332 296 36

　本年度は，教育，研究，大学運営，リス

ク管理等のテーマにより計５回開催した。

いずれも重要なテーマであったため，多

数の受講者があった。構成員全体が共

通理解を深めるとともに，今後教育・研究

内容の改善，充実につながるもの思われ

る。

特になし 有

文学研究科ＦＤ「サバ

ティカル研修報告会」

● ○ ○

文学研究科運営

支援グループ

サバティカル研修終了後の報告会を文学研究科ＦＤと

位置づけ，教員間で研修成果を共有するとともに，学

生にも公開する。

文学研究科教員・学生 6/17

文学研究科Ｂ

１０４講義室

教員51名

学生4名

職員7名

62 51 7 4

異なる研究分野での情報を共有するこ

とで，教員各自の今後の教育・研究の

参考となった。

学生の参加者を増やすために，報告担

当教員から，指導学生への参加を促

す。

有

文学研究科ＦＤ

「人文学の方法とその

教育」

● ○ 文学研究科

人文学の多様性と普遍性を研究科内で確認することを

目的とする。

（文学研究科教員による発表）

文学研究科教員 11/11

文学研究科大

会議室

59名 59 52 7

異なる研究分野での情報や，本ＦＤの

感想アンケート結果を共有すること

で，発表担当者及び教員各自の今後の

教育・研究の参考となった。

発表する教員の選定方法について，検

討する。

有 年度内2回実施予定

7
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研修等の名称

区分

PD

教員

対象

職員

対象

学生

対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場 受講者数

合計

（学内

者）

教員 備考職員 学生

その

他

（学

外

者）

成果 課題と改善策

次年度実

施予定

（回答時

点）

文学研究科ＦＤ

「文学研究科ハラスメ

ント防止研修会」

題目：近年の学生像の

変化と大学における対

応について

● ○ 文学研究科

研究科における喫緊の問題についての解決の模索，及

び教育・研究の意識の啓発を目的とする。

（外部講師による講演）

文学研究科教職員 12/16

文学研究科

Ｂ１０４講義

室

65名 65 49 16

近年多くなっているメンタルに弱い学

生に対する，現状や対応について共通

理解が深まり，今後の学生指導に役

立った。

関連して，次年度は，元広島大学キャ

リアセンター准教授，現県立広島大学

の原田敦教授による「ストレスマネジ

メントセミナー（仮）」を計画してい

る。

有

ハラスメント相談室実施分でな

く部局独自。

FD教育学部の授業・公

開授業研究会

● ○

教育学研究科運

営支援グループ

「よい授業」とは何なのかを考え，教員の授業の質を

より高めることを目的とし，教職員及び大学院生を参

加対象とした公開授業研究会を開催する。

広島大学教職員 6/24

公開授業：教

育学研究科

K108講義室

研究会：教育

学研究科第一

会議室

公開授業

教員等22

名，

院生3名，

職員9名

研究会

教員等10

名，

院生2名，

職員3名

34 22 9 3

各教員（特に若手）の担当授業の質の

向上に努めることができた。また，教

員のみならず，大学院生にも参加や授

業研究会での発言を促し，高等教育機

関における教育の関心や考察を深める

機会を提供することができた。

授業時期の開催のため，参加者が少な

いことが課題である。今後は，授業担

当教員のスケージュールを調整の上，

より多くの参加者が見込まれる時期を

検討することとしたい。

有

研究大学強化促進事業

に係る社会科学研究科

（法政システム専攻）

ＦＤ

● ○ ○

社会科学研究科

運営支援グルー

プ

研究大学強化促進事業における本学の具体の取組に係

る，意識の共有化，事業の加速化を図るため。

社会科学研究科法政システム専

攻教職員

12/18

法学部・経済

学部大会議室

36名 36 28 8

広島大学が推進している研究大学強化

促進事業について，事業の理念，各事

業の具体的内容，今後の方向性等につ

いて教職員の理解を深めることができ

た。

今後，各部局の特性等も勘案しなが

ら，研究事業を推進していくことが確

認された。

無

研究大学強化促進事業

に係る社会科学研究科

（社会経済システム専

攻・マネジメント専

攻）ＦＤ

● ○ ○

社会科学研究科

運営支援グルー

プ

研究大学強化促進事業における本学の具体の取組に係

る，意識の共有化，事業の加速化を図るため。

社会科学研究科社会経済システ

ム専攻・マネジメント専攻教職

員

12/19

法学部・経済

学部大会議室

38名 38 31 7

工学研究院の吉田副学長に，RU22に本

学が採択され，今後の大学ランキング

向上のための研究活動のあり方と業績

評価の基準が教員の今後における研究

活動にどのように有効な刺激となり得

るかについてお話しいただいた。各部

局の教員にも共有されるべき多くの情

報が含まれており，大学全体の方向性

も明示され，各教員にとりこれからの

教育研究活動の指針となり得る有意義

なFDとなった。

特になし 無

経済学部FD研修会「大

学における教育改善の

必要性と課題－学生の

成長の視点から教育を

構築する－」

● ○ ○

社会科学研究科

運営支援グルー

プ

大学における教育の質を向上させるために教職員が共

通に認識しておくことが望ましい事項について理解す

る。

経済学部担当教職員 1/16

法学部・経済

学部大会議室

東千田会議室

41名 41 33 8

本学の教員が等しく教育活動において

教育効果向上策について苦心してお

り，この分野の研究者である大膳教授

にお話しをいただき，グループワーク

を加味したFDを実施していただいて教

員として今後とも心がけるべき諸点に

ついて多くの啓示を与えていただく有

意義なFDとなった。

特になし 無

法学部ＦＤ「広島大学

改革構想について」

● ○

社会科学研究科

運営支援グルー

プ

広島大学改革構想「広島大学の機能強化に向けた行動

計画２０１２」の進捗状況について具体的に説明し，

教員の理解を深め，また意見を聞く。

法学部担当教員 2/14

法学部・経済

学部大会議室

30名 30 30

広島大学改革構想について教員の理解

を深め，大学のあり方，カリキュラム

などの重要な観点から検討することが

できた。

検討の結果，今後も引き続き検討すべ

き重要な観点，課題があることが指摘

された。

無

経済学部ゼミ連との意

見交換会

● ○ ○ ○

社会科学研究科

学生支援グルー

プ

各ゼミの代表者(3年生）が中心に有意義な学生生活を

送るために経済学部生の要望を調査報告し，教職員と

意見交換を行う。

経済学部ゼミナール連絡協議会

の代表者，教職員

6/20

法学部・経済

学部中会議室

23名 23 8 6 9

参加学生，教職員双方から活発な意見

が交わされ，大変有意義であった。

特になし 有

法学部ゼミ連との意見

交換会

● ○ ○ ○

社会科学研究科

学生支援グルー

プ

３年生の多数が参加する法学部ゼミナール連絡会議の

代表者である議長等と法学部長等が一同に会し，学生

との意見交換を行う。

法学部ゼミナール連絡会議議

長，副議長，書記，会計，教職

員

7/3

法学部・経済

学部中会議室

15名 15 5 6 4

参加学生と学部長等執行部等との間で

活発な議論が行われた。

特になし 有

TA採用時ガイダンス ● ○

理学研究科運営

支援グループ

・新たにTAに採用される者を対象に，勤務上の諸注意

及び事務手続き等について説明を行う。

TA学生 4/3

理学研究科

E002講義室

99名 99 99

・労働条件や採用手続書類等を一時に

説明することで，必要な情報を共有す

ることができた。

・TAとして雇用される者全てが参加し

た訳ではないため，アナウンスの機会

を再考する。

有

理学研究科連絡会 ● ○ ○

理学研究科運営

支援グループ

・研究科長が全学会議や理学研究科運営会議等で審議

した内容及び行事等の情報提供を行い，共通理解を深

めることを目的とする。

理学研究科教職員

①4/30

②7/18

③10/21

④1/21

⑤3/24（予

定）

（おおむね

2か月に1回

開催）

①③④⑤（⑤

は予定）理学

研究科E002講

義室

②理学研究科

大会議室

①70名

②56名

③89名

④76名

⑤未定

291

・教職員間での情報共有，共通理解に

つながっている。

・さらに参加人数増やすため，アナウ

ンスの機会や方法を再考する。（全館

一斉放送で参加を促す等）

有

生物科学科教員会（理

学研究科）

● ○

理学研究科

生物科学科長

・最近の学生の傾向，問題を抱えている学科学生，事

故や事前研修会での受講停止措置等のトラブル事例を

伝達を行うほか，情報収集を行う。

・懇談会での学生の要望や授業アンケートでの要望を

紹介し，改善を求める。

・基礎実験の会場や講義での学生の様子を観察した感

想や課題点を指摘する。

・各種委員会，特に学部教務委員会や学科内の教務委

員会での検討事項を伝達。学科内で喫緊の重要事項は

詳しく紹介し啓発する。

生物科学科教員（特任教員を含

む）

入試判定会

義等の会義

日

生物科学大セ

ミナー室

44名

44 44

所謂FDという形式は採用していない

が,学生の状況や対応法から授業の改

革，教育の国際化のための方策など問

題の収集と対策についての伝達まで

行った。

特になし 有

7
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研修等の名称

区分

PD

教員

対象

職員

対象

学生

対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場 受講者数

合計

（学内

者）

教員 備考職員 学生

その

他

（学

外

者）

成果 課題と改善策

次年度実

施予定

（回答時

点）

生物科学科・生物科学

専攻FD

● ○

理学研究科

生物科学科長

生物科学専攻長

・外国人教員（Dr.Vera Richter)を招いてFDを開催し

た。演題:「専門教育の英語化対応と学生の英語力向

上に向けて」

生物科学科・生物科学専攻教員

（特任教員を含む） 3/5（予

定）

生物科学大セ

ミナー室

未定 無 今後実施予定

理学部チューター研修

会

● ○

理学研究科学生

支援グループ

・新入生のチューターを対象に学生の規範上の問題点

や，チューターの役割などについて，共通理解を深め

ることを目的とする。

理学研究科教員

未定

（3月頃

実施予定）

理学研究科

E002講義室

未定 有 今後実施予定

学長との懇談会･意見交

換会

● ○

 先端物質科学研

究科運営支援グ

ループ

学長から大学の方針等についての説明を受け，意見交

換を行う。

先端研教員 6/28

先端研401Ｎ

講義室

35名 35 35

学長から直接，大学の方針を伺い，意

見交換することができたことでより深

い理解を得ることができ，構成員に

とって良い機会であった。

特になし 有

※学長室からの依頼がある場合

実施

ＴＡ説明会 ● ○

先端物質科学研

究科運営支援ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ

ＴＡ（ティーチング・アシスタント）を実施するに当

たって，制度の目的や心構え及び関係規定や留意事項

等を理解する。

ＴＡ学生

4/12

10/3

先端研401Ｎ

講義室

45名

59名

104 104

制度の目的や心構え及び関係規定や留

意事項等を理解させることができた。

特になし 有

中国・四国工学教育協

会講演会

● ○ ○

中国・四国工学

教育協会（工学

研究科運営支援

グループ）

中国・四国工学教育協会は昭和57年発足以来，大学教

育部会，高専教育部会，産業教育部会の3つの部会組

織からなり，それぞれ独自に活発な活動を続けてい

る。本講演会は，年に一度，3部会合同での開催と

し，産・学の連携に向けての協議の場として活用さ

れ，次の時代の科学技術，産業社会を担う人材の育成

と，中国・四国地区の地場産業の強化を目的とする。

工学研究院（科）教職員 7/3

広島ガーデン

パレス

47名 47

高専及び大学における効率的・効果的

な教育方法等についての講演をもと

に，産・学の連携を密にして，中国・

四国地区における工学教育の振興を図

るための活発な意見交換が行われた。

特になし。引き続き実施する。 有

学長の講話 ● ○ ○

工学研究科運営

支援グループ

「学生が成長する大学，国際社会で存在感のある大

学」実現のために，学長が直接大学の方針を伝えると

ともに，本研究院（科）の教職員と意見交換を行う。

工学研究院（科）教職員 4/18

工学研究科大

会議室

教員91名，

事務4名

95 91 4

本学の使命を学長から説明していただ

くことにより，教職員の意識の共有を

図れた。

特になし。引き続き実施する。 有

工学研究院ＦＤ「平成

２５年度科学研究費補

助金申請に関する説明

会」

● ○

工学研究科運営

支援グループ

科研費獲得のための研究計画調書の書き方等につい

て，助言を交えながら説明することにより，採択を目

指す。

工学研究院（科）の科研費応募

資格者

9/11

工学研究科２

１９講義室

26名 26 26

科研費を獲得するためにはどういった

ことを心掛けて調書を書けばよいか等

を科研費を獲得している教員から助言

いただき，有意義であった。

特になし。引き続き実施する。 未定 次年度開催については未定

教員相互講義参観 ● ○

工学研究科運営

支援グループ

教員相互の講義参観を通じて講義方法の改善を図り,

教育方法の改善に努める。

工学部・工学研究科の教員 6月～12月

工学研究科各

講義室

59名 59 59

講義に参加した教員の中には,自身の

講義に取り入れてみようと思える講義

方法を見出すことができており，教育

の質改善という意味で意義深いものと

なった。

特になし。引き続き実施する。 有

研究大学強化促進事業

に関するFD

● ○ ○

工学研究科運営

支援グループ

研究大学強化促進事業に係る意識の共有化及び事業の

加速化を図ることを目的とする。

工学研究院（科）教職員 11/21

工学研究科大

会議室

教員85名

職員11名

96 85 11

研究大学強化促進事業に係る構成員の

意識の共有化が図れた。

特になし。 未定 次年度開催については未定

TA/RAガイダンス ● ○

生物圏科学研究

科運営支援グ

ループ

TA/RA職務に必要な心構えや基礎的知識の習得と事務

手続きの説明。

TA学生/RA学生 4/9

生物生産学部

C206

180名 180 180

TA/RA業務に従事するうえでの心構え

と基本的知識を周知することができ

た。また雇用にあたっての各種事務手

続きを円滑に遂行した。

月末の勤報処理の円滑化のため，

TA/RAとして出勤時，出勤簿への押印

を遵守するよう，資料も作成し念入り

に説明したが，押印忘れは期待してい

たほど減らなかった。１回きりのガイ

ダンスだけでは効果は薄く，繰り返し

の周知が必要と思われる。

有

学長による教授会訪問 ● ○ ○

生物圏科学研究

科運営支援グ

ループ

学長から今後の大学の方針等についての説明を受け，

意見交換を行う。

生物圏科学研究科教職員 5/27

生物生産学部

C102

64名 64 57 7

「学生が成長する大学，国際社会で存

在感のある大学」実現のため，教育，

研究，管理運営等の観点からの今後の

取組や大学の方針が提示され，それに

ついて学長と意見交換することができ

た。

特になし 無

生物圏科学研究科FD

「外国人留学生を取り

巻く環境の変化」

● ○ ○

生物圏科学研究

科留学生担当教

員

１）外国人留学生を取り巻く環境の変化を，国レベ

ル・全学レベル・研究科レベルで把握する。

２）研究科での留学希望者の受け入れ体制を周知し理

解を促す。

生物圏科学研究科教職員 6/24

生物生産学部

C102

61名 61

外国人留学生を取り巻く，国，全学，

研究科レベルの変化と，研究科の受け

入れ体制について構成員に周知するこ

とができた。

留学生の受け入れ，特に文科省の国費

留学生・外国政府派遣者のマッチング

に対する協力と留学生のケア（特にメ

ンタル面）について協力を求めたが，

まだ顕著な変化は表れていない。さま

ざまな機会を通じて周知を繰り返すこ

とが必要と思われる。

無

7
5
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研修等の名称

区分

PD

教員

対象

職員

対象

学生

対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場 受講者数

合計

（学内

者）

教員 備考職員 学生

その

他

（学

外

者）

成果 課題と改善策

次年度実

施予定

（回答時

点）

研究大学強化促進事業

に係る生物圏科学研究

科FD

● ○ ○

生物圏科学研究

科運営支援グ

ループ

研究大学強化促進事業における本学の具体的取組につ

いて理解する。

生物圏科学研究科教職員 11/25

生物生産学部

C102

58名 58 49 9

本学の研究力の現状分析と課題，今後

の強化方針等について理解を深めた。

また，本事業で取り組む研究拠点形成

や研究分析評価システム，教員の個人

評価等の概要と導入スケジュールを把

握した。

特になし 無

第1回臨床情報医工学プ

ログラムＦＤ・ＳＤ研

修会

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科学生支援グ

ループ

連携4大学間での意識の共有，指導力の向上を目的と

してＦＤ・ＳＤ研修会及び学生による成果発表会を行

う。

また先進的なプログラムを実施する他大学等から講師

を招へいして講演会を行う。

教員

職員

学生（大学院生，学部生）

9月18日

歯学部第6講

義室

教員25名，

事務4名

学生15名

17 8 3 6 1

ＦＤ・ＳＤ研修会を行うことにより，

教育内容のより一層の充実・指導力の

向上を図ることができ，本事業活動の

ブラッシュアップに繋げることができ

る。また，連携大学間の教員間で交流

を図ることにより，大学の枠を越えた

異分野間の共同研究の発展も期待でき

る。

参加者が若干少ないと感じられる。

開催場所，担当を連携4大学の持ち回

りとし，プログラムの周知と，意識の

向上を図る。

有

第2回臨床情報医工学プ

ログラムＦＤ・ＳＤ研

修会

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科学生支援グ

ループ

臨床情報医工学の次年度プログラムの提示及び研究発

表会を行う。

教員

職員

学生（大学院生，学部生）

12月25日 広島国際大学

教員23名，

事務5名

学生1名

5 4 1 0

次年度プログラムの提示及び研究発表

会を行うことにより，教育プログラム

のブラッシュアップと，大学院教育・

研究の充実並びに共同研究の発展が期

待できる。

特になし。 有

第3回臨床情報医工学プ

ログラムＦＤ・ＳＤ研

修会

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科学生支援グ

ループ

ＦＤ・ＳＤ研修会（次年度プログラムの最終確認）及

び学生による成果発表会を行う。

教員

職員

学生（大学院生，学部生）

2月21日 広島工業大学

教員23名，

事務2名

学生13名

7 3 1 3

学部生，大学院生が参加する成果発表

会により，教員と学生の双方の意識向

上，異分野の学生の交流・情報交換が

なされ，臨床情報医工学のさらなる発

展が期待できる。

特になし。 有

第１回医歯薬保健学研

究科（院）ＦＤ

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

ハラスメント対策と研究費等の不正使用防止について

「大人の世界のいじめ－パワハラ・アカハラの事例と

対応について－」

北仲　千里　准教授（ハラスメント相談室）

「研究費等の不正使用防止について」

川本　直哉（医歯薬保健学研究科等財務支援グルー

プ・主査）

霞地区教職員，学生 7/4

医学部第5講

義室

教職員：120

人，大学院

生17人

137 17

多数の参加者があり，特に，パワハ

ラ，アカハラを中心に，DVD閲覧等の

事例研究により，ハラスメントに対す

る理解を深められた。

研究費等の不正使用防止も事例を通し

て，改めて理解を深めることができた

と思われる。

これらの講習のみでは，もちろんハラ

スメントがなくなるわけではないが，

一度の講習だけでなく，毎年実施し

て，周知徹底を図る必要があると思わ

れる。

有

第２回医歯薬保健学研

究科ＦＤ

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

「大学院教育の実質化」，「専門医療人育成」に関す

る内容や現在の医療を取り巻く課題等に関する内容を

取り上げ，教員間で情報共有を図る。

演題：「これからの医療福祉におけるチーム医療の展

開～Interprofessional Educationを中心に～」

教員（医歯薬保健学研究科担

当）

職員

学生（大学院生）

9/6

歯学部大講義

室

教職員：75

名

75

24年度に改組・再編により，分野融合

型の医歯薬保健学研究科として，欠か

せないテーマであり，今後の医療にお

ける展開について，チーム医療につい

て，講演いただき，情報共有を図れ

た。

今後，この講演を参考に，いかに霞地

区における融合した医療教育に展開で

きるかを検討していく必要がある。

無

第３回医歯薬保健学研

究科ＦＤ

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

研究大学強化促進事業採択を受けて本学の具体的な取

組について，共通の理解を図るため。

教員

職員

10/28

医学部第4講

義室

教職員：78

名

78

多数の参加者により，研究大学強化促

進事業の内容及び今後の本研究科の課

題について，共有することができた。

特になし。 無

第４回医歯薬保健学研

究科ＦＤ

● ○ ○ ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

大学院生海外発表支援金により国際学会で発表した学

生の参加報告により最新知識・情報の共有等を図る。

後半は，本学を取り巻く今後の改革案として，浅原学

長に「広島大学改革構想」として，説明いただき，情

報共有を図る。

第Ⅰ部「大学院生の国際学会参加報告」

第Ⅱ部「広島大学改革構想」

教員

職員

学生（大学院生）

2/7

医学部第5講

義室

教職員：154

名，

大学院生：

16名

170 154 16

大学院生は，多数の参加者の中で発表

する機会を得られて良い経験になった

と思われる。

浅原学長による講演会及び意見交換に

より，大学を取り巻く今後の改革案に

ついて，霞地区全体で情報を共有する

ことができた。

特になし。 無

学長による講演及び意

見交換会

● ○

医歯薬保健学研

究科等総務支援

グループ

毎年度，浅原学長が各部局の教授会に訪問され，大学

を取り巻く現状等の説明をしていただき，その後，医

歯薬保健学研究科教授会構成員との意見交換を行うた

め。

医歯薬保健学研究科担当教授

・医歯薬保健学研究院

・原爆放射線医科学研究所

・大学病院

・自然科学研究支援開発セン

ター（霞地区のみ）

4/25

医歯薬保健

学研究科教

授会開催時

広仁会館大会

議室

123名 113 10 情報共有を図ることができた。 特になし。 有

毎年新年度の教授会開催時に予

定されている。

7
6
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医学部ＦＤ ● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

臨床実習に参加しているすべての教員，診療科が現在

の実習の問題点を共有し，診療参加型実習を充実させ

るための方策を提案する。

教員（医学分野） 10/3開催

医学部第4講

義室

33名 33 33

卒業前のＯＳＣＥについて，その意義

を再確認し，他大学の試験の実情に関

する情報を共有し，また，米国の医師

国家試験で行われている実技試験の試

験形式につき情報提供を行った。そし

て，この形式の試験を当大学へ導入し

た場合の利点，問題点などを参加者で

共に考えた。

参加者数が33名と，臨書実習で直接指

導にあたっている教員のうちのごく一

部に限られた。今後は，開催の周知を

徹底するとともに，１～２ヶ月前から

の余裕をもった開催通知を送ることが

必要である。

無

歯学部教員ＦＤ ● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

【目的】教員が参加した歯学教育に関するワーク

ショップ等の内容を共有する，又は医学・歯学分野で

先進的な教育方法に関する取り組みを行っている大学

で指導的立場にある教員，あるいはその教育方法の評

価に携わった教員等による講演を実施することで，各

教員の授業の内容及び方法の改善に繋げていくことを

目的とする。

【内容】①「医学・歯学教育指導者のためのワーク

ショップ」の報告及び提言，②「医療コミュニケー

ション・ファシリテータ養成セミナー」の報告及び提

言

教員（歯学分野） 11/14

歯学部大講義

室

教職員86名

学生7名

93 74 12 7

「医学・歯学教育指導者のためのワー

クショップ」については，今後，歯学

教育として取り組むべき臨床教育・臨

床実習のあり方及びその重要性につい

て，また「医療コミュニケーション・

ファシリテータ養成セミナー」につい

ては，歯学教育におけるPBLやテュー

トリアル教育におけるファシリテー

ターの養成の必要性について顕在化す

ることができ，本学部においても，既

に取り組んでいる実習も含めた学部教

育の改革について明確な方向づけがで

きた。

歯学部独自のFDを定期的に開催し充実

させるとともに，学外FDに教員を派遣

し，その成果を活用して，学部教育の

質の向上を図る。

有

歯学部教員ＦＤ ● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

【目的】教員が参加した歯学教育に関するワーク

ショップ等の内容を共有する，又は医学・歯学分野で

先進的な教育方法に関する取り組みを行っている大学

で指導的立場にある教員，あるいはその教育方法の評

価に携わった教員等による講演を実施することで，各

教員の授業の内容及び方法の改善に繋げていくことを

目的とする。

【内容】①「学習成果の基礎と最近の動向―学習成果

をどう評価するか？―」，②「PBLにおける学習成果

の評価―トリプルジャンプで問題解決能力を評価する

―」

教員（歯学分野） 1/9

歯学部大講義

室

教職員52名

学生1名

53 48 4 1

教育の質の保証を目指した教育内容の

評価等に対して，専門的な立場からの

講演を受けたことにより，本学部の目

指す，学部教育の高度化，将来の歯科

医療の質の保証，歯学教育の国際標準

化への適合への取組について再確認す

るとともに方向づけができた。

歯学部独自のFDを定期的に開催し充実

させるとともに，他大学の教員による

講演を実施することで学部教育の質の

向上を図る。

無

歯学部国際歯学コース

ＦＤ

● ○

医歯薬保健学研

究科学生支援グ

ループ

歯学部は，国際化に向けて邁進すべく，平成２４年４

月から日本語と英語による二言語授業を歯学科におい

て実施している。そこには，国際歯学コースの留学生

３名も参加し，日本人学生と一緒に授業を受講してい

る。講義及び実習において，一緒に学ぶことで，日本

人学生は留学生と主体的にコミュニケーションをとり

国際人としての自覚が芽生えている。

今回のFDでは，平成２４年度の授業を担当した教員と

今年度から新しく担当することとなった教員を中心に

二言語授業について話し合った。また，二言語授業を

体験している日本人学生と留学生も参加し授業につい

て振り返りの意見交換をした。

教員（歯学分野） 5/8

歯学部大講義

室

56名 56 56

二言語授業を実施した教員の視点での

振返りや今後の改善策等について情報

共有ができたこと，また授業を受けた

学生からの要望等を確認することがで

きたことから，授業を受け持つ教員に

とって大変有意義なものとなった。

全国の国公私立大学歯学部に先駆けて

実施している二言語授業については，

一年間の授業が終わり，その実態につ

いて確認を行うとともに授業の振返

り，前期授業の準備に向けてＦＤを実

施した。なお，二言語授業による授業

の遅れや国家試験対策への不安につい

ての意見が教員・学生ともに出され

た。ただ歯学部が目指している国際化

の方向性と国家試験対策は異なるもの

であり，学ぶ意識の高い学生は二言語

授業に関係なく成績は良いとの意見も

あった。今後も教員には実習書や配布

資料の工夫，日本人学生・留学生双方

にとって解りやすい授業への取組に尽

力するとともに，引き続きＦＤを継続

する予定である。

有

歯学部国際歯学コース

ＦＤ

● ○

医歯薬保健学研

究科学生支援グ

ループ

歯学部は，国際化に向けて邁進すべく，平成２４年４

月から日本語と英語による二言語授業を歯学科におい

て実施している。そこには，国際歯学コースの留学生

も参加し，日本人学生と一緒に授業を受講している。

講義及び実習において，一緒に学ぶことで，日本人学

生は留学生と主体的にコミュニケーションをとり国際

人としての自覚が芽生えている。

今回のFDでは，平成２５年度前期に授業を担当した教

員からの報告により，昨年度と比較して授業内容で工

夫・改善した点等を共有し，今後の課題についても話

し合った。

教員（歯学分野） 11/14

歯学部大講義

室

86名 86 86

第４回ＦＤに続き，二言語授業の内容

改善に尽力している教員からの情報共

有，及び今後の課題について教員間で

認識共有を図る大変有意義なものと

なった。

二言語授業による学生の授業への態度

等の二極化については，今後も入学前

の学生に対しては歯学部の方針を周知

することが重要であり，入学後の学生

に対してはモチベーションを高めてい

く工夫が授業内でも求められることが

話し合われた。また，これから始まる

臨床実習についてもどのように対応し

ていくのか検討していくことが話し合

われ，今後もより多くの教職員が参加

するようにＦＤを実施していく予定で

ある。

有

薬学部ＦＤ ● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

薬学業界の現状と将来について理解を深め，教 職員の

資質の向上を図るため。

教員（薬学分野） 12月

医学部第４講

義室

36名

（学生66

名）

102 33 3 66

学生に対する就職指導を行っていくう

えでも，薬学業界の現状への認識を深

めることができたという点で，有意義

であった。

特になし。引き続き実施する。 有

学生は，キャリア教育セミナー

の一環として参加

7
7

6



平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧平成25年度　広島大学FD研修実施状況一覧

研修等の名称

区分

PD

教員

対象

職員

対象

学生

対象

担当 目的・内容 対象者 実施日 会場 受講者数

合計

（学内

者）

教員 備考職員 学生

その

他

（学

外

者）

成果 課題と改善策

次年度実

施予定

（回答時

点）

新任教員ＦＤ ● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

保健学分野の新任教員を対象として，学部及び大学院

についての教務，施設管理，安全衛生管理等の説明を

行い，情報共有を図る。

教員（平成24年10月2日以降，

医歯薬保健学研究院（保健学分

野）に新たに採用された者）

4月

保健学研究科

長室

6名 6 6

新任教員に対し，保健学分野等の基本

的な事項等の情報共有を図れた。

今回のFD参加者の中に1名のみ，昨年

度10月以降採用者がいた。1名のみの

ため,今回実施したが，対象人数が少

ない場合は，個別対応をする等，検討

する。全学の新任教員研修が実施され

るため，内容等を保健学分野特定のも

のに限定すること等を検討する必要が

ある。

有

大学院生海外発表支

援・若手研究者海外派

遣プログラム採択者に

よる成果報告会

● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

 海外の研究機関の研究内容等に興味のある教員・大

学院生に対し，平成24年度　若手海外派遣プログラ

ム・平成24年度及び平成25年度

大学院生海外発表支援で海外へ派遣された者の報告に

より，最新知識・情報の共有等を図る。

教員・大学院生（保健学分野） 3月

保健学科会議

室

未定 無 今後実施予定

医歯薬保健学研究科保

健学専攻ＦＤ

● ○

医歯薬保健学研

究科総務支援グ

ループ

専門職連携教育(Interprofessional Education:IPE)

を早くから導入しているスウェーデンのMalmo大学か

ら講師を招き，IPEの実情等の講演を通して，情報共

有等を図る。

教員・学生 1月9日

保健学科講義

室

80名程度 15 5 60

専門職連携教育(Interprofessional

Education:IPE)の実演等により相互理

解，情報共有を行うことができた。

特になし 無

学長懇話会 ● ○ ○

国際協力研究科

運営支援グルー

プ

学長を招き，広島大学の方向性，今後の方針を伺い，

併せて国際協力研究科の役割を確認する。

国際協力研究科教員，職員 6/21

国際協力研究

科大会議室

30名程度 30

懇話会には教員27名，職員8名が出席

した。学長からの説明後に，当初予定

していた時間を30分延長して活発な意

見交換が行われ，当初の目的を達成し

た。

テーマが全般に渡り，議論があちこち

に移ったため散漫な印象があった。事

前に資料を配布することで主題を絞

り，具体的な議論ができるよう改善を

検討する。

有

IDECリサーチNow ● ○

国際協力研究科

運営支援グルー

プ

研究科構成員の特筆すべき研究成果等を取り上げて紹

介し，研究活動の動機付けとする。併せて研究科内で

の情報共有を行う。

国際協力研究科教員

8月を除く

毎月

国際協力研究

科大会議室

約30名／回 30 30

4月，5月，6月に計3回実施し，構成員

に研究活動の動機付け，情報共有を行

うことができた。

7月にIDECリサーチNowで紹介するべき

事例がなく実施ができなかった。研究

科全体の活動を細かく把握できるよう

な仕組みを検討し，情報把握を図る。

有

法務研究科学生との懇

談会

○ ○

東千田学生支援

グループ（法務

研究科担当）

・法科大学院の授業・学生生活等をより良いものとす

るため，学生の率直な意見を聞き懇談の場を持つ。

・法務研究科学生

・法務研究科教員

・7/5(金）

・12/13

(金）

東千田総合校

舎共用講義室

39名 39 16 23

・授業改善・学生生活等への学生から

の率直な意見を聞くことができた。

特になし 有

法務研究科教育方法等

改善研修会（ＦＤ）

● ○ ○

東千田地区運営

支援グループ

・法務研究科における教育の内容及び方法の改善を図

るための検討を実施する。

・例年6月には，学生も対象にしてメンタルヘルス講

習会を実施している。

・例年9月と3月には，非常勤講師も交えて，非常勤講

師の先生方に法務研究科の現状を理解いただき，要望

を聞く機会をもつとともに，授業内容について学生の

授業評価アンケート及び教員の参観記録にもとづいた

検証を実施している。

・法務研究科教員

・6月のメンタルヘルス講習会

は学生も含む。

・9月と3月は，非常勤講師を含

む。

毎月

第2月曜日

東千田総合校

舎共用講義室

(メンタルヘ

ルス講習会）

東千田総合校

舎会議室(懇

談会，ＦＤ）

東千田総合校

舎第4演習室

（ＦＤ）

通常21名

上記に加え

て，6月は学

生8名が参

加，9月，3

月はそれぞ

れ非常勤講

師3名が参

加。

267 236 31

・学生とともに，メンタルヘルスの問

題に対する基本的な知識と心構えを確

認することができた。

・非常勤講師の先生に法務研究科の現

状や法曹養成制度改革に係る政府の検

討状況等を理解していただくことがで

きた。

・学生の授業評価アンケート結果及び

教員の授業参観記録をもとに授業改善

や学生の指導方法について検討した。

メンタルヘルス講習会に関しては，よ

り多くの学生の参加が望ましいため，

引き続き学生への講習会の周知を徹底

し，参加をよびかける。

有

受講予定者数に，6月は学生数

（未定），9月，3月は非常勤講

師数（未定）を加える。

リトリート ● ○ ○ ○ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｽ

フェニックスリーダー育成プログラムの大学院生がプ

ログラム担当者・招聘講師とともに学際的な広い視野

でこれまでの学修の成果及び今後の課題を確認する。

教員・職員・学生

①7/5～7/6

②12/14～

12/15

①安芸ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾎﾃﾙ

②ﾎﾃﾙ賀茂川

荘

85名（①36

名

②49名）

77 27 24 26 8

教員・学生意見交換会の実施により，

学生からの意見や課題等について議論

の場を共有し，相互理解を深めること

ができた。

準備期間に余裕をもって早めの計画立

案に努めるとともに，グループワーク

等，より一層交流を深められる企画を

検討する。

有

大学院生連絡会 ● ○ ○ ○ ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｽ

カリキュラム等に関してフェニックスリーダー育成プ

ログラムで決定した事項を大学院生に周知するととも

に，プログラム履修等に関して教職員と大学院生が意

見交換できる場を設ける。

教員・職員・学生

4/8，

5/13，

6/17，

7/22，

9/25，

10/22，

11/20，2/7

総合科学研究

科第2会議

室，医学部基

礎・社会医学

棟ｾﾐﾅｰ室

約30名／回

プログラムからの連絡事項等について

説明・周知するだけでなく，大学院生

の意見交換の場とすることにより，情

報共有及び改善提案の場とすることが

できた。

教員・学生意見交換会の定期開催を検

討する。

有

7
8
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平成25年度人材育成推進室(FD部会)広島大学全学FD活動実施計画

Ⅰ．人材育成推進室が企画・運営するFD活動Ⅰ．人材育成推進室が企画・運営するFD活動Ⅰ．人材育成推進室が企画・運営するFD活動Ⅰ．人材育成推進室が企画・運営するFD活動

No 実施日時 体系区分 名称 主な対象者 目的 場所 内容等 形式 講師等 募集方法 備考

（東広島）

ライブラリー

ホール

講演

（霞）

セミナー室2 講演

4月下旬－

　　　　5月上旬

（東広島）

総合科学部

講演

6月上旬

（霞）

医学部 講演

3 8月 ② 学生支援教職員研修

教職員，学生（学部

生，大学院生）

本学の教職員および学生が，本学の教育とそれを支える

学生支援の現状と課題について共通理解を深め，協働の

あり方を検討する

４Ｆ会議室

教職員及び学生を入り混ぜたグループワークを通じて，

問題を共有し，解決策を検討する

ＷＳ

学外講師／学内講

師

・「いろは」

・各部局通知

4 10月 ① 新任教職員研修会

4月の新任教職員研修

会以降採用の教員

本学の建学の精神，教育理念・目標，大学人としての規

範等，広島大学の教職員として行動するための基礎的な

知識や技能を身につける

東広島，霞 広島大学の教育及び学生支援，FD活動について紹介する 講演 学内講師

・「いろは」

・各部局通知

5 12月 ②

TA研修会(実践編)(実践編)(実践編)(実践編)

　　(学生・教員対象）

TA学生

TAを雇用している教員

効果的なTAを交えた授業実践の方法を検討する ４Ｆ会議室

※分野別開催を視野に入れて検討※分野別開催を視野に入れて検討※分野別開催を視野に入れて検討※分野別開催を視野に入れて検討

講演

ＷＳ

学内講師

・「いろは」

・「myもみじ」お

知らせ

・各部局通知

6 12月 ② 授業方法研修会

各部局教育担当責任

者，若手教員，大学教

員志望の大学院生

学生の学習活動を促進するために有効な授業方法を研

究し教育の効果を向上させる

４Ｆ会議室

授業方法について，専門家による講演を聞き，

グループワークでは現場での問題を共有し，改善策を検討する

ＷＳ

学外講師／学内講

師

・「いろは」

・各部局通知

未定 ③

教育実質化研修会

  1)教養教育

　2)学士課程教育

　3)大学院課程教育

テーマに応じた教職員

教養教育もしくは学士課程教育もしくは大学院課程教育

の目標を達成するために必要な研修を行う

東広島，霞，

東千田

今年度の教育・学習行動を分析した結果に基づいた内容

個別の課題に応じた研修等を企画・実施する

講演

学外講師／学内講

師

・「いろは」

・各部局通知

③－1教養教育実質化の

ための研修会

③－2学士課程教育実質

化のための研修会

③－3大学院課程教育実

質化のための研修会

7-11月

（表彰式

11月)

②

【教育実質化研修会】

My Best 授業コンテスト

学生（学部生，大学院

生）

※過去2回の課題を検討し，目的・内容を再考※過去2回の課題を検討し，目的・内容を再考※過去2回の課題を検討し，目的・内容を再考※過去2回の課題を検討し，目的・内容を再考

未定 コンテスト

・「いろは」

・「myもみじ」お

知らせ

・各部局通知

9月 ③

※スタッフ・ポートフォリオ・※スタッフ・ポートフォリオ・※スタッフ・ポートフォリオ・※スタッフ・ポートフォリオ・

ワークショップ同時開催ワークショップ同時開催ワークショップ同時開催ワークショップ同時開催

【教育実質化研修会】

ティーチング・ポートフォリオ・

ワークショップ

TPに興味のある教員

ティーチング・ポートフォリオの作成を通じて，ティーチン

グ・ポートフォリオについての理解を深め，自身の教育改

善の仕組みとして役立てる

学士会館

※職員向けにスタッフ・ポートフォリオ作成ワークショップを新※職員向けにスタッフ・ポートフォリオ作成ワークショップを新※職員向けにスタッフ・ポートフォリオ作成ワークショップを新※職員向けにスタッフ・ポートフォリオ作成ワークショップを新

たに開催することを検討たに開催することを検討たに開催することを検討たに開催することを検討

ティーチング・ポートフォリオを作成する

ＷＳ

学外メンター／学内

メンター

・「いろは」

・各部局通知

9月 ② PBLワークショップ 教職員

PBL（問題を基盤とした学習）は，学習者が主体的に問題

発見と解決に取り組むようにデザインされた教育方法であ

る。本ワークショップでは，参加者が学習者として実際に

PBLの進行を体験することで，教養ゼミでの活用を推進す

る

東広島

シナリオを使った模擬PBLを体験し，授業での展開に役立てる

よう手順・評価・効果などについて学ぶ

ＷＳ 学内講師 ・「いろは」

3月 ② チューター研修会

平成26年度入学生担

当チューター及び学生

支援を行う教職員

学生の成績評価，学習相談および生活支援等，チュー

ターの業務における留意事項について理解を深める

東広島，霞，

東千田

チューターが業務上知っておくべき，基礎的な情報を講演形式

で伝える

講演 学内講師

・「いろは」

・個別通知

通年

e研修

（オンライン コンテンツ）

教職員

ＦＤの機会をより多くの教職員に提供するために，オンラ

インによるＦＤを可能にする

WebCT

「いろは」の

FDポータル

からリンク

開催したＦＤをオンラインで公開する。「FDポータル」に「ひとりで

FD」リンク集を掲載する

「いろは」

1 4月2日（火）午後

・「いろは」

・各部局通知

① 新任教職員研修会

平成25年度採用の教

職員

本学の建学の精神，教育理念・目標，大学人としての規

範等，広島大学の教職員として行動するための基礎的な

知識や技能を身につける

広島大学の教育及び学生支援，FD活動について紹介する 学内講師

②

SD/FD部会共催

2

平成25年度採用（予定

を含む）TA学生及びTA

を雇用している教員

ＴＡ採用候補者である大学院生に対して職務を果たすた

めに必要な心構え，基礎的知識・技能を授ける

学内講師

・「いろは」

・「myもみじ」お

知らせ

・各部局通知

TAとしての基礎知識を先輩TAの体験談や教職員の講演で伝

える

TA研修会(基礎編)(基礎編)(基礎編)(基礎編)
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Ⅱ．人材育成推進室以外が企画・運営するFD活動Ⅱ．人材育成推進室以外が企画・運営するFD活動Ⅱ．人材育成推進室以外が企画・運営するFD活動Ⅱ．人材育成推進室以外が企画・運営するFD活動

実施日時 体系区分 名称 主な対象者 目的 場所 内容等 形式 講師等 募集方法 備考

通年 ②

授業参観

参観週間：

(前期）5月下旬-6月上旬

（後期）11月下旬-12月上旬

本学の教職員および

将来の大学教員である

大学院生

授業参観される教員にとっては，参観者からのコメントを

通して自身の授業を改善し，参観者にとっては，他人の授

業を参観することを通して参観者自身の授業の改善に役

立てる

各学部・研究

科

本学の教員が，他教員の授業を参観する 「いろは」 各部局

8月 ④

高等教育研究開発センター公

開セミナー

学長，理事，副学長，

副理事，部局長，各種

委員会委員長等

高等教育に関する最新の状況を聴講することを通して，

大学の指導的立場の大学教職員として大学を広い視野

から鳥瞰するための知識や技能を身につける

高等教育研

究開発セン

ター

高等教育研究開発センターの専任教員が，自己の研究に基づ

き，特定のテーマについて受講者とともに掘り下げていく

講演 「いろは」

高等教育研究開発セン

ター主催

通年 ④

高等教育研究開発センター公

開研究会

学長，理事，副学長，

副理事，部局長，各種

委員会委員長等

高等教育に関する最新の状況を聴講することを通して，

大学の指導的立場の大学教職員として大学を広い視野

から鳥瞰するための知識や技能を身につける

高等教育研

究開発セン

ター

高等教育研究開発センターの専任教員が，自己の研究に基づ

き，特定のテーマについて受講者とともに掘り下げていく

講演 「いろは」

高等教育研究開発セン

ター主催

11月 ④

高等教育研究開発センター研

究員集会

学長，理事，副学長，

副理事，部局長，各種

委員会委員長等

高等教育に関する最新の状況を聴講することを通して，

大学の指導的立場の大学教職員として大学を広い視野

から鳥瞰するための知識や技能を身につける

学士会館

高等教育研究開発センターの全研究員が一堂に会し，高等教

育に関する最新のテーマのもとに研究発表と討議を行う

講演 「いろは」

高等教育研究開発セン

ター主催

「広島大学における体系的なFD活動実施要綱(平成21年12月11日制定)」より
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（平成25年4月1日現在）

氏　名 所属・職 担当研修会(案)担当研修会(案)担当研修会(案)担当研修会(案)

大膳　司 高等教育研究開発センター・教授

総括

My Best 授業紹介コンテスト、新任教員研修（新規）

棚橋　健治

大学院課程会議・議長

教育学研究科・教授

大学院教育実質化研修

小澤　孝一郎

学士課程会議・議長

医歯薬保健学研究院・教授

学士課程教育実質化研修、PBLワークショップ

岩永　誠

教育評価委員会・委員長

総合科学研究科・教授

学生支援教職員研修

松本　陽正 文学研究科・教授 授業方法研修

丸山　恭司 教育学研究科・教授 TA研修会（基礎編・実践編）

圓山　　裕 理学研究科・教授 TA研修会（基礎編・実践編）、新任教員研修（新規）

吉田　香奈 教養教育本部・准教授 教養教育実質化研修会、PBLワークショップ、TPワークショップ、新任教員研修（新規）

秦　由美子 高等教育研究開発センター・教授 授業方法研修

古澤　修一

副理事（教育改革担当）

生物圏科学研究科・教授

チューター研修、My Best 授業紹介コンテスト、新任教員研修（新規）

羽田　誠一

財務・総務室 人材育成推進室長

副理事（人事・労務担当）

新任教職員研修

前山　卓

学生生活会議・委員

教育・国際室 学生生活支援グループリーダー

チューター研修、学生支援教職員研修

飛田　郁也 副理事（教育支援担当） 学生支援教職員研修

山下　洋一 教育・国際室 教育支援グループ・専門員 学生支援教職員研修、My Best 授業紹介コンテスト、新任教員研修（新規）

平成２５年度「人材育成推進室（ＦＤ部会）」役割分担（案）平成２５年度「人材育成推進室（ＦＤ部会）」役割分担（案）平成２５年度「人材育成推進室（ＦＤ部会）」役割分担（案）平成２５年度「人材育成推進室（ＦＤ部会）」役割分担（案）
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