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1 はじめに 

1.1 FD とは 

職能の側面から： FD（Faculty Development）とは、中央教育審議会の答申「我が国の高等教育

の将来像」（平成 17 年 1 月）によると、「教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な

取組の総称。」と定義している（1）。また、有本は(2)、FD を次の様に説明している。すなわち、 「FD

は一般には広義と狭義の解釈が成り立つ。広義には、広く研究、教育、社会的サービス、管理運営

の各側面の機能の開発であり、それらを包括する組織体と教授職の両方の自己点検・評価を含む。

狭義の FD は主に諸機能の中の教育に焦点を合わせる。…教育に関する FD は総論的には教育の規範

構造、内容（専門教育と教養教育）、カリキュラム、技術などに関する教授団の資質の改善を意味す

る。」 。絹川らは(3)、FD は教員グループの資質あるいは職能開発を意味しているとし、FD の具体的

活動事例として以下の（１）から（１３）を示している。    

（1） 大学の理念・目標を理解するワークショップ  

（2） ベテラン教員による新任教員への指導  

（3） 教員の教育技法（学習理論、授業法、討論法、学業評価法、教育機器利用法、メディア・リテ 

      ラシーの習熟）を改善するための支援プログラム  

（4） カリキュラム開発  

（5） 学習支援（履修指導）システムの開発  

（6） 教育制度の理解（学校教育法、大学設置基準、学則、履修規則、単位制度）  

（7） アセスメント（学生による授業評価、同僚教員による教授法評価、教員の諸活動の定期的評価） 

（8） 教育優秀教員の表彰  

（9） 教員の研究支援  

（10）研究と教員の調和を図るシステムと学内組織の構築の研究  

（11）大学の管理運営と教授会権限の関係についての理解  

（12）大学教員の倫理規程と社会的責任の周知  

（13）自己点検・評価活動とその活用  

教育開発の面から：FD 活動を教育開発の側面から捉え直すと、次の（い）から（へ）に組み直すこ

とができることを高等教育開発者協会は指摘している(4)。 

（い）授業改善 

個々の教員や教授集団の授業、教授法を改善するための取り組み。 教員相互の授業参観、公開授

業、授業コンサルテーション、ティーチング・チップスの開発、授業評価アンケートの活用などが

これにあたる。 
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（ろ）カリキュラムおよびプログラム開発 

学部、学科等において提供されるカリキュラムや教育プログラムを改善するための取り組み。 正

課以外の教育プログラムも含まれる。 具体的には、カリキュラム・マップやカリキュラム・ツリー

の策定、学士課程教育全体との整合性の検討、カリキュラムや教育プログラムに対する評価、新規

のプログラム開発などがこれにあたる。 

（は）組織開発  

教育を担当する組織の構造や機能、管理職や担当者の役割をより機能化・活性化するための取り

組み。 具体的には、各種委員会の設置や運営、組織の全体デザインの検討、組織体制の評価、管理

職を対象とする研修プログラムの開発と実施などがこれにあたる。 

（に）教職員能力開発 

大学を構成するあらゆるレベル、部署の教職員の能力を向上させるための取り組み。 ティーチン

グ・アシスタント、大学教員、管理職、FD 担当者、事務職員に対する研修プログラムの開発・体系

化、各種コンサルテーションの実施などがこれにあたる。 

（ほ）ポートフォリオ開発 

教員が教育業績の記録を整理・活用する仕組み（TP：Teaching Portfolio） と学生が学習過程を

含めた学習成果を評価・活用する仕組み（LP：Learning Portfolio） を利用して組織的な教育改善

を行う取組。 具体的には、TP・LP 導入のための体制づくり支援、ポートフォリオ理解のためのガ

イド作成、教員（学生）に対するメンタリングワークショップの企画・運営、メンターの養成など

がこれにあたる。 

（へ）ICT 活用による教育開発 

クリッカーの活用による授業改善など個々の授業レベルにおける教育開発から、教育・学生支援、

教育能力開発等に関わる教育基盤システムの構築や既存のシステムの関係をより機能的なものにす

るための取組をさす。 具体的には、ICT 活用スキルのための研修会、教育・学生支援、教育能力開

発等に関わる情報システムの開発・導入・運用やそのための研修会、さらには、大学全体の情報シ

ステムのグランドデザインの設計までを含む。 

活動の 3 つのレベル：さらに、教員個人から教員グループが涵養すべき FD の内容は次の 3 つのレベ

ルに分類される(4)。すなわち（１）個々の教員による授業・教授方法（ミクロ・レベル）、（２）教員

グループによるカリキュラム・プログラム（ミドル・レベル）、（３）管理者による組織の教育環境及

び教育制度（マクロ・レベル） 

FD の義務化: 高等教育政策の位置づけとして、FD の必要性が 1998 年大学審議会答申「21 世紀の

大学像と今後の改革方針」で指摘され、1999 年に各大学での FD の実施が努力義務化された。2007

年大学院設置基準が見直され、2008 年に大学設置基準が見直され、大学院および学士教育課程にお

いて FD の実施が義務化された(5)。 

学生参画型 FD とは：上記の FD の活動に学生が何らかの形で関与したものが、学生参画型 FD であ

る。従って、その形態は多様であり、活動対象は教育環境に関連する広範な内容から選択可能である。 

 

1.2 欧米における FD の進展と教育パラダイムの転換 

欧米において FD は、英国では 1960 年代に始まった。大学の財政難という状況で、教育手法の改



善が求められた。その結果、新たな教育手法を開発し、また、その教育サービス対象を大学生から

一般社会人へと拡大させた。そして、大学の教育手法を企業など一般社会の人材開発サービスに適

応可能なレベルへと普遍化させ、人材開発事業を財源化した。米国では、1950 年代から大学の大衆

化が始まり、エリートを対象とした既存の大学教育に不満を持った学生らが教育改善を求める学生

運動が広まった。この運動を契機に 1970 年代から教育概念の転換を進めるための FD が活発化した

(6)。 このような欧米での FD は、新たな教育理論を生み出し、教育のパラダイム転換を進めること

となった。新たな教育パラダイムは、構成主義にもとづく教育であり、これまでのような学習者が

記憶した知識量を学習の成果とする知識注入型の伝統的な教育ではなく、学生の学びプロセスを重

視して、他者や社会との関わりを介した、問題発見等に基づいて自分自身で新しい視点を開いてい

くことを学生の学修の成果とするものである。従って、このような学修者の成果を導く教員像は、

学習者の頭脳に知識を固定化させるのではなく、むしろ自発的な知識開拓のプロセスを可能にする

人、学生自身の学びのプロセスを可能にするコーチ、そして、学生が自己責任と自己管理の下で学

べるように指導する「学修相談者」とされている。そのために、学生が問題発見から課題解決行動

へ方向づけられるような学修、理論の下で応用に結び付く学修、そして、実験的であると同時に省

察的な学修の指導を実現できるように、コースやカリキュラムが開発されなければならない (7)。 

 

1.3 欧米における学生の教育組織への参加 

1.1 で述べたように FD は教員が関わる教育全般におよぶ。一方、学生は教育の受け手であり、教

育体を構成する重要な構成員であって、大学教育の質向上に学生の関わりが欠かせない。学生から

の大学運営や教育環境への働きかけは、広く欧米諸国の大学においても認められている。英国のオ

ックスフォード大学やケンブリッジ大学では寮を中心とした学生ユニオンが形成されているが、ユ

ニオンの代表者は大学の運営や教育システムに関するコミッティーの正式なメンバーとなり、大学

の教育運営に意見を述べる機会が与えられている(8)。米国ハーバード大学には学生教員委員会

（Student Faculty Committee）があり、学生委員はこの委員会で教育環境や教育システムについて

意見を述べ、教育環境改善の一翼を担っている(9)。このような学生の教育改善活動への参加は、大

学施設や奨学金など経済面に止まらず、教授方法、単位認定、コースデザインにまで広範囲に及ぶ。 

 

1.4 日本における学生参画型 FD 活動の歴史 

日本における FD活動は欧米から 20年から 30年遅れて 1990年代からスタートし 2000年頃から活

発化し、2008 年の FD 活動の義務化とともに広まった(10)。FD 活動の成果として教員が学生の主体性

向上を鼓舞しても、学生の学びは受動的であることが多く、学生は教授内容を記憶することに集中

するという傾向が強い。FD 活動の活発な大学の中から、学生を FD 活動に巻き込み「学生とともに

作る」学生参画型 FD 活動が学生の主体的学びを一層促進するという考えが生まれた。岡山大学で

は 2001 年に、学生の代表者が教職員と共に新授業の提案、シラバス作成、学習環境整備、履修相談、

そして、授業評価に関わる活動をスタートさた。2004 年に京都大学、2005 年に大阪大学で同様の活

動がスタートした。2006 年に立命館大学で学生、教員、職員を含んだ教育改善活動が始まり、2009

年に 26 大学の学生や教職員が集う学生 FD サミットが開催され、その後全国に学生参画型 FD 活動が

広まっていった。 



2 東京薬科大学の学生参画型 FD 活動 

2.1 学生参画型 FD 活動のスタート 

FD 活動義務化以降に本学の教育システム改善は大いに進んだ。しかし、学生の主体性向上には多

くの課題を抱えている状況であった。そのような状況下の平成 26 年 10 月に、学内公募事業「平成

26 年度東京薬科大学教育改革推進事業」に「学生の主体的学びを促す学生 FD 活動導入支援事業」

という課題で生命科学部長の推薦を得て応募し、その申請が学長より認められ、同年 12 月より生命

科学部において学生参画型 FD 活動がスタートした。さらに次年度に「学生の主体的学修を促す学生

FD 活動支援事業」が認められ、生命科学部において学生参画型 FD 活動のスターを充実させるにい

たった。 

 

2.2 本学部が目指す学生参画型 FD活動 

本生命科学部は、学生が将来的に遭遇

するだろう困難な課題を解決する高い課

題解決能力の修得を教育目標の一つとし

ている。このような能力を修得するため

には、学修した基礎知識を応用し、課題

や問題の発見から解決に向けて自分自身

で新しい視点を構築して他者との協力の

下に創造性を発揮する主体的学修が必

要となる。学生の主体的学修態度を導く

ためには、教授者(教員)から学修者（学生）への一方的な知識の伝達だけではなく、教授者と学修

者間の情報のやりとりが重要であることが指摘されている。このような新しい教育観に基づいた教

育を進める各場面で、教員と学生間で、教育観や学修観のずれが拡大する場面が本学でも散見され

る。本学の学生参画型 FD 活動は、学生と教員と職員との教育環境改善に対するそれぞれの考えを共

有するシステムを作り運営し、より良い教育学修環境の構築に資することを活動目標の一つとして

スタートさせた（図 1）。 

 

2.3 学生参画型 FD 活動の組織的な位置づけ 

 学生参画型 FD 活動を実質化するには、大学内の

教学機構の中で組織的に位置づけることが重要と

なる。生命科学部の FD 委員会、教授総会、そして、

教授会において学生参画型 FD 活動の組織的位置

づけが議論され、学生参画型 FD 活動の主体となる

学生 FD 委員会を生命科学部 FD 委員会内に位置づ

けることが認められた(図 2)。具体的には、生命

科学部の各学年各学科は各々2名以上の学生 FD委

員を自薦他薦等にもとづいて選び、学部 FD 委員会に報告する。学部 FD 委員会はその学生 FD 委員候

図１ 

図２ 学生 FD 委員の組織的位置づけ 



補者を学部長に推薦し、学部長は学部 FD委員会の推薦をもとに学生 FD委員を委嘱することとした。

H27 年度は 2 年生と 3 年生の学生 FD 委員を委嘱し、主に、2 年生及び 3 年を対象とした学生参画型

FD 活動をスタートさせた。 

 

3 学生参画型 FD 活動内容  

3.1 学生 FD 委員のリクルート活動 

 本活動を主体的に進める学生 FD 委員を見いだすため

のリクルート活動は、2014 年 12 月 17 日より「学生 FD ス

タッフ」募集の掲示を出すことによりスタートした(図 3)。

また、2015 年 2 月 3 日の午後に 2103A 講義室で学生 FD 活

動についての説明会を開催し、学生 1 名の参加をえた。同

時に、講義の開始前の時間等を利用し学生 FD スタッフ募集

の案内を行った。さらに、学生参画型 FD に関する講演会を

2015 年 2 月 10 日（火）の 1３時３０～１５時に４３０１ 講

義室にて、講師として清水亮先生（神戸学院大学 教育開発

センター副センター長/教授）および 高橋和先生（名城大

学 学務センター事務職員、元岡山大学 学生・教職員教育

改善専門委員会委員）を迎え、「学生参画型 FD・ 学生 FD

の昨日・今日・明日」という演題で行った。笹津学長を始

め教員、職員約 30 名、学生約 10 名の参加を得て開催され

た。この講演会をへて、学生参画型 FD 活動への理解がまし、

学生の積極な活動姿勢の醸成が認められた。 

 2015 年 4 月に新年度の開始と共に、学生 FD スタッフへの参加を表明した数名の学生と FD 委員の

教員が中心となり、ポスターや講義前後の時間を利用し学生参画型 FD の活動内容を説明し、学生

FD スタッフのリクルートを行った。興味を示した学生を対象に説明会を行い、活動準備に参加した

後、さらに意志確認をして、正式メンバーへの推薦を行った。 

 

3.2 授業改善を目指した学生参画型

FD 活動 

 学生 FD 委員の候補者が集まった段

階で具体的な活動内容を議論し、「授業

改善」を当面の重要課題とした。教員

が行っている学生を対象とする授業ア

ンケートについて、講義の改善が学生

目線で必ずしも進んでいないという意

見をもとに、学生 FD 委員による一般学

生を対象とした授業や学修環境に関す

図３ 学生 FD 委員募集ポスター 

図４ 



るアンケートを実施した。そして、学生 FD 委員による教員インタビューなどの意見交換をへて、学

生 FD 委員会からアンケートに関するフィードバックを公表するという形態で、学生の意見集約、ア

ンケートの実施、教員との意見交換、そして、各意見の公開を行った(図 4)。このような過程をへ

て、学生と教員の授業や教育環境に関する考えを共有し学修環境の改善を進めることにした。 

1) 2015 年前期授業に関して 

初めての試みであるため 2 年生と 3 年生に対象者を限定して、アンケートを実施した。項目につ

いては、学科別実習が始まるという大きなイベントがあったので、学科別実習を中心項目とした。

アンケート実施は、教員が学生に対して実施する授業アンケートと一緒に行った。実施方法は実習

の空き時間に、アンケートを紙媒体で実施し、記入時間を設けたのちに回収した。 

1-1) 教員インタビューの実施 

学生の記載した内容にもとづいて、意見を共有すべき教員を選定して、学生 FD 委員による教員イ

ンタビューを実施した。実施はあらかじめ対象となる教員にメールでアポイントを取ったのち、一

人の教員に対して学生 FD 委員 2、3 人で訪問し、学生からでた意見を伝え、教員の意見や考えをき

いた。多くの教員で、一般学生から出た意見そのものにとどまらず、学生がどうあるべきかという

教育理念、大学教育の特徴と問題点などについて意見交換の時間を過ごすことができた。そのイン

タビューを、当該教員の許可を得て録音し、それを聞きながらその要約をまとめた。当該教員の確

認と許可を得た後にフィードバック冊子として学生に公開し、教員には教授会資料としてフィード

バック内容を公開した。 

1-2) 学生へのフィードバックの方法と内容 

学生へのフィードバックは、教員へのインタビュー結果をもとに作成した冊子を生命事務課前に

掲示して行った。また、フィードバックを行う項目についてのみ学生会館にポスター掲示した。 

1-3) 2015 年度前期活動報告会 

2015 年 10 月 7 日、昼休みの時間を利

用して実施した。学生 FD 委員会の組織につ

いての簡単な説明と前期アンケートの報告、

札幌大学でのサミット参加報告をした。 

教員や職員の予想をうわまわる参加（約 30

名）を得たが、一般学生は数名と低く、今

後の課題となった。 

2) 2015 年後期授業に関して 

2-1) 前期の活動を踏まえての改善点など 

中間報告会で学生への周知が足りないこ

とが明確になったので、学生が身近に利用

しているツイッターのアカウントを作成し

情報公開に利用した。さらに学生 FD コデッ

クス設置の許可を学部情報委員会から得た。

今後 Codex の活用をさらに進めていく予定

である。ツイッターでは、会議の様子や内

図５ 2015 年度 2 年後期学生アンケート用紙 



容など、学生に身近に感じてもらえるような内容を発信した。また、アンケート内容としては、学

生目線からの内容を学生になげかけるだけでは学生からの一方的なアンケートになってしまうと考

え、授業を担当している先生に限って学生に質問したいことがあるかを尋ね、それを集約して、3

年生後期第一タームアンケートの項目を設定した。 

2-2) 2 年生・3 年生授業アンケート実施とフィードバック 

アンケートは、図５のように A4 版 1 枚の簡潔な内容とし、自由記載欄を設けて学生が意見を述べ

やすい工夫をした。教員インタビュー実施とまとめの方法と内容は前期と同様であった。前期と異

なる点は、実習開始時に配布し、実習中の空き時間に記入することを促し、実習終了後の出席確認

時に TA に提出という形式をとり、この方法によってアンケート回収率は 100%であった。 

学生へのフィードバックの方法と内容は、基本的には前期と同様であった。ただ、冊子の掲示場

所について、冊子を学生会館にも掲示することで掲示場所を増やし、さらに、学習支援サイト（Codex）

に学生 FD コデックスのコースを開設し、フィードバック項目に限定してインターネットを介して告

知することを可能とした。 

3) 今後の活動予定 

学生へのフィードバックの方法として、該当する先生のところに 2、3 人の学生 FD 委員が直接訪

問し、インタビュー形式で学生の意見を伝え、それに対する先生の意見や考えを聞いて、問題意識

を学生 FD 委員と教員が共有し、改善策などを学生と教員一緒に考えることを目指す。その際、録音

をすることで教員の意見を曲解することなく学生 FD 委員全体で共有し、まとめる際に録音内容を活

用するする。ただし、この録音は記録用と学生 FD 委員内での共有用であり、全学に公開することは

ありえない。また、今回のアンケート実施の反省を踏まえ、後期は学期途中にフィードバックを行

うことで学生に学修環境の改善を実感する機会を提供する予定である。掲示の前に、該当の先生に、

学生 FD 委員がまとめた結果の内容の確認を求める。学生へのフィードバックは、学生会館のボード

と事務室前の掲示板前に冊子を掲示することで行う予定である。このように、教員と学生 FD 委員が

教育・学修環境の問題点を共有して、その解決策を共に考え、さらに、教員と一般学生がより良い

教育・学修環境を構築する橋渡し役を学生 FD 委員会が担う活動をさらに進めていく。 

 

4 現状の課題と今後の展望  

 大学入学後の学生は、知識の受け手として学ぶ生徒型の学習者から、高度な課題に考え得る最適

な解決策を構築する能力を身につける主体的学修者へ変換することが求められる。また、教員は、

知識の伝達者から、学生が上記の能力を習得する主体的学修者となるように導くコーチあるいは支

援者や相談者に変換することが求められている。このような教育のパラダイム転換を進める時、学

生と教職員が課題を共有し解決策を共に考えることが重要である。このような観点から学生 FD 委員

会の活動は教育環境改善を進める大きな力になる(11、12)。今後、本学における学生参画型 FD 活動を

進める上での留意点について以下にまとめ、学生参画型 FD 活動のさらなる発展を目指すものである。 

1) 学生に過大な負担とならない活動、楽しんで行える充実した活動 

2) 学生参画型 FD 活動の主体性の確保と、教員の学生 FD 委員の支えとなり共に活動するという姿勢 

3) 組織的な継続性と新たな学生 FD 委員候補の開拓 



4) 一般の学生をも学生参画型 FD 活動に巻き込む学生参画型 FD 活動の柔軟性向上と一般学生への

啓蒙活動の充実 

5) 薬学部を含めた大学全体の組織体制的支援および財政的支援 

6) 他大学との交流と FD 活動に関する理解の深化と専門性の獲得 
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