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FD 活動報告（2009年度）◆
分
１
２
３

類
本学 FD 事業関係
学外における FD 活動
FD 関係会議

１

2010年

３月

現在

本学ＦＤ事業関係

実施時期

活動内容等

実施組織等

３
月

2009年度
新任教員対象
FD ガイダンス

総務部主催

４
月

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第４号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第４号の配信

５
月

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第５号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第５号の配信

授業アンケート実施科目
の確認

全学部学科
教育・研究推進センター

全科目担当者に対する問合せ及び学部学科での確認作業

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第６号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第６号の配信

2009年度春学期
授業アンケートの実施

教育・研究推進センター

実施期間

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第７号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第７号の配信および嘱託講師への配布

2009年度春学期授業
アンケート実施結果の
フィードバック

教育・研究推進センター

授業アンケート実施結果の配布と授業評価コメントの作成依頼

2009年度春学期授業
アンケート実施結果の公開

教育・研究推進センター

図書館にて授業アンケート実施結果（全科目）を公開

2009年度
FD 講習会・情報交換会
の開催

教育・研究推進センター主催

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第８号

教育・研究推進センター

６
月

７
月

８
｜
９
月

１０
月

要

新任教員に対し、本学 FD 事業のガイダンス実施（懇談含む）

講演
講師

７月６日（月）〜７月17日（金） 予備週含む

『学士課程教育の構築と FD の意義』
川嶋太津夫氏 神戸大学大学教育推進機構教授
大学院国際協力研究科教授

メルマガ『FD ニュース』第８号の配信および嘱託講師への配布

教育・研究推進センター主催

座 長
参加者
話 題

2009年度
在学生調査の実施

教育・研究推進センター主催

在学生、全員によるアンケート調査を例年通り実施
（実施結果の報告は、来年３月末頃の予定）

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第９号

教育・研究推進センター

第３回

１１
月

概

FD − YG 会
の開催

30

和氣早苗准教授（教育・研究推進センター主任）
７名 （職員含む）
授業中の私語への対応について、ゼミのあり方

メルマガ『FD ニュース』第９号の配信および嘱託講師への配
布
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実施時期

12
月

1
月

活動内容等

実施組織等

2009年度秋学期授業
アンケートの実施

教育・研究推進センター

実施期間

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第10号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第10号の配信および嘱託講師への
配布

授業参観

教育・研究推進センター
主催

『授業参観の実施』（京田辺・今出川両キャンパスにて）

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第11号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第11号の配信および嘱託講師への
配布

授業参観

２
月

授業参観

要

12月７日（月）〜 12月18日（金） 予備週含む

授業公開された教員に、授業参観参加者のコメントをフィー
ドバック。

公開教員

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第12号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第12号の配信および嘱託講師への
配布

2009年度秋学期授業
アンケート実施結果の
フィードバック

教育・研究推進センター

授業アンケート実施結果の配布と授業評価コメントの作成依頼

2009年度秋学期授業
アンケート実施結果の公開

教育・研究推進センター

図書館にて授業アンケート実施結果（全科目）を公開

教育・研究推進センター
主催

座 長
参加者
話 題

第４回

３
月

フィードバック

概

FD − YG 会
の開催

神田知子准教授（教育・研究推進センター主任）
14名（職員含む）
授業内容の工夫・改善に向けた組織的取組みの実践
と課題

FD 広報
メルマガ『FD ニュース』
第13号

教育・研究推進センター

メルマガ『FD ニュース』第13号の配信および嘱託講師への
配布

FD レポート第3号の発行

教育・研究推進センター

三月下旬発行予定

２ 学外におけるＦＤ活動
実施時期

活動内容等

実施組織等

４
月

関西地区 FD 連絡協議会
第２回総会に参加・出席

センター主任、事務長

５
月

関西大学教育開発支援セン
ター設立記念フォーラムへ
の参加

センター事務長、事務主任
（予定）

関西地区 FD 連絡協議会
WG への参加

センター主任

日本私立大学連盟主催
平成21年度
FD 推進会議への参加

センター所長、主任、職員

New Education Expo
2009への参加

センター事務室職員

ベネッセ
大学支援フォーラムに参加

生活科学部教員
センター事務長

６
月

概

要

京都大学にて開催

関西大学

千里山キャンパスにて開催

同協議会、研究ＷＧ
京都大学にて開催

授業評価研究 SG

第１回会合に参加

ー学士課程教育の構築とＦＤ−
同志社大学新町キャンパスにて開催
大阪マーチャンダイズマートにて開催
（株）ベネッセコーポレーション大阪事業所にて開催
「高大接続期の仕組み作り」
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実施時期

活動内容等

実施組織等

2009年度 FD 講習会に
ついての打ち合わせ

センター所長、事務長

全国大学 IT 活用教育方法
研究発表会への参加

生活科学部教員

朝日新聞教育プロジェクト
特別シンポジウムへの参加

センター事務主任

８
｜
９
月

大学関西フォーラム
第１４回懇話会への参加

本学教員、職員

１１
月

大学職員情報化研究講習会

センター係員

第一分科会「学生の主体的学びを支援するための学生情報の
活用」

薬学部教員、事務長、係員

「大学間連携を活かしたＦＤ・ＳＤ−より実質的な改善、開
発を目指して」大谷大学にて開催

センター係員

文部科学省大学教育・学生支援推進事業
【テーマ A】大学教育推進プログラムシンポジウム
2009年度「未来を切り拓く PBL −
「教育」の壁を越えて−」
同志社大学にて開催

７
月

１２
月

第2回

２
月

教育ＧＰシンポジウム
加

５
月

神戸大学

要

鶴甲キャンパスにて講演等の打ち合わせ

東京アルカディア市ヶ谷にて開催
「ー大学教育への問いとその将来を考えるー
質保証の全体像を探る」文部科学省にて開催

「英語力をどう育てるか」

教員、職員
参加人数 30名

「学生の学びを支える
同志社大学にて開催

ーつなぐ FD の展開−

」

FD 関係検討会議等

実施時期

４
月

参

大学コンソーシアム京都
第14回 FD フォーラムへ
の参加

３
月

３

京都ＦＤフォーラ
ムへの参加

概

活動内容等

2009年度
FD 推進事業内容について

2009年度春学期授業アン
ケートと授業評価報告に
ついて

実施組織等

概

センター主任会

要

2009年度

FD 事業概要について

同

FD 事業日程について

同

FD 事業担当主任について

同

FD 講習会講師依頼について

2009年度授業アンケート実施概要の確認について
センター主任会

授業評価コメントの作成について
2009年度 FD 講習会の開催企画について
FD − TG 会のテーマ・企画等について

６
月

2009年度 FD 推進事業の
企画等について

2009年度教員による授業参観の実施企画について

センター主任・事務室

FD レポート第４号の編集方針・企画等について
メルマガ「FD ニュース」の嘱託講師への配布について
2009年度在学生アンケート調査の実施について
2009年度春学期成績分布表の配布について
2009年度 FD 講習会の開催企画について

７
月

2009年度 FD 推進事業の
企画等について

授業参観の実施方法について（各学課への意見聴取を経て）

センター主任会

FD − YG 会のテーマ・企画等について
（京田辺キャンパス開催）
ＧＰＡ検討会（ＷＧ）の設置について
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実施時期

活動内容等
第1回

８
｜
９
月

2009年度 FD 推進事業の
企画等について

概

教育・研究推進センター
主催

要

・学長からの諮問等、経過について紹介
・日本国内、米国の GPA について意見交換
・シミュレーション用に代表的なＧＰＡ制度を選定
・FD 講習会の開催について
・GPA 検討会審議依頼内容についての確認
・FD − YG 会の開催について
・在学生アンケートの実施について

センター主任会

GPA 検討会

教育・研究推進センター
主催

・日本国内、米国で使用されている代表的な GPA 制度によ
るシミュレーション結果と本学ＧＰＡ制度とを比較検討
・学長からの諮問に対する答申案作成のための意見交換

第３回 GPA 検討会
（メールによる回議 )

教育・研究推進センター
主催

・学長への答申案について確認他

2009年度 FD 推進事業の
企画等について

センター主任会

第１回 音楽学科における
FD に関する懇談会

学科主任、教務主任
センター所長、主任
事務長、事務主任、係員

第２回

10
月

GPA 検討会

実施組織等

・教員研究・教育活動報告書の編集について
・秋学期授業アンケートの実施について
・2009年度授業参観の実施について
・2010年度新入生・在学生調査への対応について
・音楽系大学、学部におけるＦＤについて
・音楽演奏専攻の実技系科目における授業アンケート実施に
ついての意見交換

センター主任会

・FD レポートの編集について
・FD 関連出張費について
・授業参観について
・GPA 検討会報告、第３回 FD − YG 会開催報告

センター主任会

・授業参観について
・FD フォーラムについて
・第４回 FD − YG 会について
・2010年度新入生・在学生アンケートについて
・2010年度 FD 事業の概要と日程について
・2010年度 FD 講習会 講師・テーマについて

センター主任会

・ＦＤレポート第３号の編集について
・授業アンケート実施結果フィードバックについて
・授業参観 参加者コメントのフィードバックについて
・2010年度 FD 講演会 講演講師・テーマ等について

2009年度 FD 推進事業
および
2010年度 FD 推進事業の
企画等について

センター主任会

・新任教員のための FD ガイダンスについて
・FD フォーラムへの参加について
・FD レポート第３号の編集について
・第4回 FD − YG 会開催報告
・2010年度 FD 講演会 講演講師・テーマ等について

2009年度 FD 推進事業
および
2010年度 FD 推進事業の
企画等について

センター主任会

・新任教員のための FD ガイダンスについて
・2010年度 FD 講演会 講演講師・テーマ等について
・授業アンケート自由記述用紙の取扱について

11
月

2009年度 FD 推進事業の
企画等について

12
月

2009年度 FD 推進事業
および
2010年度 FD 推進事業の
企画等について

１
月

2009年度 FD 推進事業
および
2010年度 FD 推進事業の
企画等について

２
月

３
月
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メルマガ「FD ニュース」の発行報告◆

2009
月

４月

ニュース

トピックス

今出川事務室の開設について

FD の３つのポリシー

DP，CP，AP

第３回「FD−YG 会」のテーマ募集について

FD 関係資料のリストについて

「教育活動に関わる業績報告書」について
「新任教員対象 FD ガイダンス」の実施について

５月

春学期授業アンケートの実施について

FD 関係資料のリストについて

FD 講習会の開催延期について

FD の３つのポリシー

第３回「FD−YG 会」のテーマ募集について

社会人基礎力について

DP，CP，AP

春学期授業アンケート実施日程の案内とご協力のお願いに
「大学までの教育で何を身につけるのか」
ついて
６月

2009年度 FD 講習会の開催について

社会人基礎力について

メルマガ「FD ニュース」講師控室への配布について

FD の３つのポリシー

DP，CP，AP

FD 関係資料のリストについて
春学期授業アンケート実施結果の送付と授業評価コメント
「大学までの教育で何を身につけるのか」
作成について
７月

８月
９月

10月

授業アンケート実施結果の公開について

FD 関係資料のリストについて

2009年度 FD 講習会の開催について

FD の３つのポリシー

2009年度 FD−YG 会の開催予定について

社会人基礎力について

休

休

刊

DP，CP，AP

刊

2009年度本学主催「FD 講習会」について

FD 図書資料の貸出提供について

春学期授業アンケート実施結果の公開について

FD の３つのポリシー

在学生アンケート調査の実施について

社会人基礎力について

DP，CP，AP

2009年度「教員による授業参観」の実施について
第３回 FD−YG 会の開催案内について

11月

12月

第３回 FD−YG 会の開催案内について

FD 関係資料の紹介

2009年度「教員による授業参観」の実施について

FD 関係セミナー、講演会の案内

2009年度春学期授業評価報告の公開について
2009年度秋学期授業アンケート
て

実施科目調査書につい

教員研究・教育活動報告書2009

校正ゲラ配布について

在学生アンケート回収について

FD 関係資料の紹介

FD 関係出張への出張費支援について

FD 関係セミナー、講演会の案内

秋学期授業アンケートの実施について
第３回 FD−YG 会の開催報告について
秋学期授業アンケートについて

１月

第４回 FD−YG 会の開催のご案内について
教員研究・教育活動報告書2009

２月

３月

FD 関係資料の紹介
FD 関係セミナー、講演会の案内

校正について

秋学期授業アンケート実施結果送付について

FD 関係資料の紹介

第４回 FD−YG 会の開催案内について

FD 関係セミナー、講演会の案内

大学コンソーシアム京都主催「第15回 FD フォーラム」
FD 関係資料の紹介
について
第４回 FD−YG 会の開催報告について

FD 関係セミナー、講演会の案内

34

Faculty Development

次年度 FD 事業の概要・日程◆
同志社女子大学
教育・研究推進センター FD 事業の概要
Ⅰ

教員『教育活動の公表』

１．本学教員の教育活動を報告していただき、『教員研究・教育活動等報告書』を冊子で発行する。学生
は図書館で閲覧可能（年１回発行）
２．本学教員の教育活動は、研究活動とともに、当センターホームページ上で学内外に公開する。
Ⅱ

授業アンケートの実施とフィードバック（科目区分代表者および個々の教員へ）

３．『学生による授業評価』として授業アンケートを春秋年２回実施
４．『科目区分代表者および担当教員へのフィードバック』として、授業アンケート実施結果、および同
一科目区分の学生評価平均値および大学全体の学生評価平均値データをフィードバックする。（春秋
年２回）
５．『授業の改善状況把握』 教員個々の授業アンケート実施結果を蓄積管理する。（紙、電子データ）
Ⅲ

授業評価報告の作成と公開

６．学生による授業アンケートの結果に対して科目担当者がコメントを記載し、『授業評価報告』を図書
館で公開する。（春秋年２回）
Ⅳ

教員による授業参観の実施

７．授業の改善を目的として『教員による授業参観』を実施する。
Ⅴ

FD 関係講習会等の開催・案内

８．『本学主催 FD 関係講習会等の企画、開催』
（開催時期：2010年６月または７月 予定）
９．学外で開催される FD 講習会等を学部学科、関係教員に案内し、FD に対する意識向上に努める。
Ⅵ

新任専任教員 FD ガイダンス

10．本学 FD 事業に関わるガイダンスを、総務部が所管する入社前オリエンテーションの中で行う。
（実施時期：2010年３月 予定）
Ⅶ

FD の啓発・広報関係事業

11．FD 啓発誌『FD レポート』
（旧 FD フォーラム）を発行する。（年１〜２回）
12．メルマガ《FD ニュース》の配信（月１回配信）
13．当センターの FD 事業内容および FD 活動報告を本学ホームページ上で情報を公開
Ⅷ

教育開発・研究会等に関わる支援

14．教育開発・各種研究会への支援（2009年度 FD−YG 会、GPA 検討会、2008年度 FD−YG 会、2006
〜 7年度 e-learning 研究会、2006年度授業アンケート研究会）
Ⅸ

大学院 FD 推進事業

15．大学院における FD 活動を開始
・大学院生による授業評価の実施については、大学院委員会の審議結果により見合わせる。
・その他の FD 活動（学部教育における FD 活動で対応）
Ⅹ

その他 FD 関係の支援

16．FD 関係図書・資料等を収集し 教職員への貸し出し・利用に提供する。
17．FD 関係講習会等の参加費・出張費等を補助する。
18．その他、本学 FD に関すること。
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2010年度
春学期
４月

FD 推進事業日程（予定）

・新任専任教員入社前オリエンテーション FD ガイダンスの実施
（開催時期：総務部の日程調整により３月末に開催予定）
・新入生調査アンケートの実施

５月

・春学期授業アンケート実施科目の確認

７月

・春学期授業アンケートの実施
（予備日程１週間含む）

８月

・授業アンケート実施結果のフィードバックとコメント依頼
・授業アンケート集計結果（冊子）配布
・授業評価報告（アンケート集計結果）を図書館にて公開（速報）

９月

・FD 講習会の開催（教授会終了後開催予定）
・春学期授業評価報告（コメント）の回収
・授業評価報告（コメント添付済み分）を図書館にて公開
・HP 教員紹介公表（2010年度より教育業績も追加）

秋学期
10月

・秋学期授業アンケート実施科目の確認

11月

・教員相互による授業参観の実施
・在学生調査アンケートの実施

12月

・秋学期授業アンケートの実施
（予備日程１週間含む）

１月

・授業アンケート実施結果のフィードバックとコメント依頼
・授業アンケート集計結果（冊子）配布
・授業評価報告（アンケート集計結果）を図書館にて公開（速報）

２月

・秋学期授業評価報告（コメント）の回収
・授業評価報告（コメント添付済み分）を図書館にて公開
・大学コンソーシアム京都主催 「FD フォーラム」への参加
（各学科２名以上の参加を要請）

３月

・2010年度「教員研究・教育活動等報告書」の発行
・「FD レポート」第４号の発行

年間を通して
◎「FD − YG 会」および教育開発に関わるセミナー・研究会を支援
◎ 学外で開催される FD 関係講習会等を案内、参加費・出張費等の補助
◎ FD 関係資料・図書等を収集、貸し出し
◎ メールマガジン「FD ニュース」を配信（月１回配信）
◎ FD 活動報告を当センターホームページ上で掲載（毎月更新）
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編集後記
本年度はセンター所長の交代があり、前センター所長・伊賀勝美先生に代わって、川﨑祐子先生が新た
に所長に就任された。また、センター主任の先生方も多くが交代された。当センターは、前年度、大幅な
組織改編があり、前センター所長・伊賀先生の強力なご指導とご尽力のおかげで、基本的な職務範囲から
その役割、方向性まで全学的に承認された。本年度は、伊賀先生が示された方向をいかに継承し、発展さ
せるかが残された課題のひとつであったが、新しく就任された川﨑先生のご指示の下、幾つかの点で、発
展継承できたように思う。FD 講習会や伊賀先生の発案になる FD − YG 会も遺漏なく開催され、教員に
よる授業参観も前年度より大きな規模で実施できた。また、事務局の尽力で、18項目に亘る FD 事業の概
要も定められた。当センターの活動は、いよいよ軌道に乗りつつあるといっていいかも知れない。
しかし、組織的には整いつつあるにしても、教員個々の意識を当センターの活動に向けることの困難さ
がいまだ解消されない。前年度より大きな規模で実施したはずの授業参観に、実際、参加された教員の数
は前年度より低下した。いろいろ事情はあると思われるが、当センターの活動が個々の教員の授業の改善
に、具体的に、どのように益するものになるか、さらに考えていかねばならない課題であろう。学内の
様々な部署と当センターとの連携はさらに進めなければならない問題であろうし、教員個々の意識改革も
求めたい。いずれにしても、性急に成果が望める課題ではないことから、当センターとしては、地道に活
動を広げるしかないだろう。
最後に、お忙しい中、本レポートに寄稿していただいた先生方と、煩雑な編集作業を担っていただいた
教育・研究推進センターの職員の方々に厚くお礼を申しあげたい。
教育・研究推進センター主任

ＦＤレポート
2010年
同志社女子大学
〒610−0395

３月

第３号
発行

教育・研究推進センター
京都府京田辺市興戸

TEL（0774）65−8679 FAX（0774）65−8680
E-mail:kyoiku-t@dwc.doshisha.ac.jp
ホームページ

http://www.dwc.doshisha.ac.jp
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正章

教育・研究推進センターよりお知らせ
●

メルマガ《同女 FD ニュース》を月１回配信していますのでご覧ください。

