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和歌山大学におけるFD(ファカルテイ･ディベロップメント)の実践報告

吉 田 雅 章

(和歌山大学経済学部)

ReportontheFD(FacultyDevelopment)activitiesofWakayamaUniversity

MasaakiYOSHIDA

(FacultyofEconomics,WakayamaUniversity)

はじめに

和歌山大学におけるFDへの取 り組みは､平成10年 3月 9日の第 1回和歌山大学FD研究会の開催に始まる｡全国的

レベルからすれば､特に関東の私立大学 (国際基督教大学や東海大学､慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスなど)に比

較 してみて､和歌山大学がFDに取 り組んだのはやや遅かったように思われる｡ しか し､その後のFD活動の実践の結

果､和歌山大学におけるFDの状況 ･教員の意識等ほ､従前に比較 して少 しは改善されたのではないかと考えている｡

すなわち､和歌山大学では､平成10年 3月 9日にFD研究会を立ち上げ､これを平成11年 4月にFD推進委員会 とし

て拡大改組することにより､FDの意義を研究 ･分析 し､他大学等のFD活動を調査 し､学内教員の意識改革に努める

べ く講演会や公開授業などを実施 し､｢FDだより｣やFD報告書を作成 した｡そ して､各教員の授業改善に対す る意

識が高まったかどうかは､今後時間をかけて分析 し､その効果をより高めて行かねばならない課題ではあるが､この

ような活動の結果､和歌山大学の各教員に問題意識を持たせ､大学 として､あるいは､組織 としてFDに取 り組み､

一定の方向性を打ち出すことはできたと考えている｡

具体的に言えば､教授団の資質開発や教授能力の開発 といったFDに関する種々の意義の中か ら､｢FDとは端的に

言えば授業改善に取 り組むことである｣ との共通理解の下に､他大学等で実施されているFDプログラムを調査 し､

その結果を ｢FDだより｣やFD報告書の形で報告 し､さらに実施機関のメンバーを和歌山大学-招き､講演会を開催

した｡かかるプロセスの繰 り返 しの中から､授業改善には､公開授業とその検討会の実施が最善であるとの結論を出

し､国立大学 としてほ3番 目に公開授業を実施 した｡そ して授業改善のための補完的手段 として学生による授業評価

も実施 した｡

もう少 し詳述すると､FD研究会が平成11年 4月の和歌山大学FD推進委員会の発足までの1年と1か月の間に行なっ

た主要な活動 としては､ほぼ毎月 1回開催 したため 1年ほどの間で13回に及ぶ会合としてのFD研究会や､他大学等

ではFDに関 してどんな活動をしているのかを調査 したこと､｢FDだより｣ と ｢平成10年度和歌山大学FD報告書｣ を

作成 したこと､和歌山大学FD講演会を開催 したこと､そ して ｢和歌山大学FD推進委員会規程｣を学生部長を通 して

和歌山大学の評議会に提案 したことなどをあげることができる｡ そ して､平成11年 4月からは､FD研究会の発展形

態であるFD推進委員会が設置され､その主な活動 としてほ､前年度に継続 して他大学等のFD活動を調査 し､｢FDだ

より｣や ｢平成11年度和歌山大学FD報告書｣を作成 し､FD講演会やFDフォーラムなどを開催すること､そ して公

開授業 とその検討会の実施などをあげることができる｡また､FDのさまざまな活動の中でその主要な一つ とされる

学生による授業評価に関 して､和歌山大学で実施されている授業評価の改善案を作成 し､今後は､｢平成12年度FD報

告書｣の作成はもちろんのこと､FDシ./ポジウムやFDワークショップを開催する予定である｡ ただ し､問題点 とし

て､公開授業や講演会などを開催 しても参加者数が思 うように伸びないことをあげなければならず､これは今後に残

された最大の課題であると言わねばならない｡

以下においては､和歌山大学について簡単に紹介 した後で､FD研究会の 1年余 と､FD推進委員会の 1年半 とを振
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り返 り､今後の活動計画についても話を進めてゆきたい｡

1.和歌山大学について

和歌山大学は､教育学部 ･経済学部 ･システム工学部の3学部で構成され､平成12年 5月 1日現在､教員数が370

で､学生数が4,372であ り､大学教育に関する研究センターを有 しない比較的小規模な国立大学であるO また､以前

より大規模な大学には設置されていた教養部に該当する組織も無 く､従来の一般教養に関する科 目は和歌山大学では

基礎教育科 目と称せられ､専門教育科 目が各学部で開設されているのに対 し､基礎教育科 目は従来の基礎教育運営委

員会と基礎教育実施委員会 とを統合させた基礎教育委員会の､実質的には学生部学生課の運営管理の下に開講され､

各学部教員が分担 して開講する建前である｡

それゆえ､後述するが､平成11年度の公開授業は基礎教育科 目にて実施することになった｡そ して､和歌山大学の

大学教育全般にわたる教育方針を定め､円滑に運営することを目的に設置された大学教育委員会 (従来は大学教務委

員会が各学部の調整機関として存在 していた)の下に､FD推進委員会が位置 している｡ また､大学教育委員会なら

びに基礎教育委員会の委員長は学生部長が務めることになってお り､FD研究会やFD推進委員会-も学生部長がオブ

ザーバーとして参加 している｡ 形式的には大学教育委員会が定めたFDの方向性をFD推進委員会が具体的に実践する

はずではあるが､現実には､大学教育委員会からの注文は全 く無 く､FD推進委員会が独自の権限でFDに関する方向

性を打ち出し､独自の実践活動を行なっているとい うのが実状である｡ ただし､FD活動を実践す るに際 して､学長

や学生部長そ して学生課職員の方々の協力が極めて重要であった｡

従って､FD研究会やFD推進委員会は､大学の中心的執行機関とのパイプはしっか りしているのであるが､逆に､

各学部 との連携が うまくいっているとはいえず､学内でさまざまなFDプログラムを実施 しても教員の参加者が少な

く､参加者数を伸ば してゆ くことが今後取 り組むべき最大の課題であるといえよう｡ ただ､平成12年度に関 しては教

育学部において率先 してFDに取 り組もうとい う動きがあ り､これが経済学部やシステム工学部に波及すれば幸いで

ある｡

2.平成10年度の和歌山大学FD研究会によるFDの実践

平成 9年末､当時の学生部長が大学教務委員会ならびに基礎教育運営委員会において､FDに関する取 り組みを和

歌山大学でも実施することを提案 し､若干の抵抗もあったが､FD講演会を開催するための世話人会を設置すること

が決定された｡そして､教育学部 ･経済学部 ･システム工学部 と基礎教育運営委員会からそれぞれ 1名ずつ選出され､

オブザーバーとしての学生部長が加わ り､合計 5名でFDに取 り組むことになった｡およそ13か月の間に実践 した主

要な活動は､13回にわたるFD研究会の開催､他大学等への情報収集とFD講演会の開催､｢FDだ より｣の作成､｢平

成10年度和歌山大学FD報告書｣の作成､FD研究会の発展的形態 としてのFD推進委員会を設置す ることの提案なら

びに同委員会規程原案の作成などであった｡これらについて以下に詳述する｡

平成10年 3月の第 1回研究会においてほ､FDの意義を理解 している者がメソ/i-中に存在せず､FD世話人会 とい

う名称を使 うことは不遜で､FD研究会 という名称に改め､謙虚にFDとは何かについて研究することとな り､大学セ

ミナー ･-ウス発行の 『FD-ンドブック』やFDに関連する文献を収集 し読んでゆ くことか ら始めた ｡ なお､FDの

意義については､一般に教授団の資質開発や教授能力の開発などと定義されてほいるが､やや漠然 とした感 じがする

ため､FD研究会においては､FD-授業改善と意義づけることになった｡

平成10年 4月の第 2回FD研究会においてほ､他大学のFDに関する情報を収集 しようということにな り､京都大学

や神戸大学を皮切 りに､FD活動に関 して先行する諸大学や､大学セ ミナー ･-ウスおよび大学教育学会などの諸機

関を訪問 し､FDについて指導を求め､それを基に和歌山大学に適合するFD活動を展開 してゆ くことになった｡

平成10年 5月の第 3回FD研究会においてほ､他大学等-の出張やFD講演会の開催､そして参考資料の調達な どに

関 して予算が必要であ り､前回までのFDに関する議論に基づいて､FDの目的 ･意義 ･準備状況などを整理 し､予算

要求書を作成 した｡また､その時点でコンタクトの取れた京都大学や神戸大学などの関係諸機関-のメンバーの出張

の分担 も決定 した｡

そ して､平成10年 6月 1日に京都大学高等教育教授 システム開発センター-伺い､同センターの石村雅雄助教授に

-156-



京都大学高等教育研究第 6号

京都大学のFDについて説明していただいた｡さらに､同センターでは､毎週月曜 日に田中毎実教授に よる公開実験

授業 とその検討会が開催されてお り､これにも参加させていただいた｡なお､その後も継続 して同センターの公開研

究会や大学教育改革 フォーラムなどのFDに関連するプログラムにメンバーを派遣 し､さらに､田中教授や石村助教

授のお勧めにより和歌山大学でも平成11年度から公開授業を実施するに至った ｡

京都大学の次に､神戸大学の大学教育研究センターを訪問 し､瀧上凱令センター長 と川嶋太津夫教授に､FDの意

義や和歌山大学でどのようにFDを進めてゆ くべきか等について質問 した｡そ して､｢FDの意義について｣をテーマ

として開催を計画 していた第 1回和歌山大学FD講演会の講師を､川嶋教授に依頼 した｡また､FD研究会の活動に関

して､初年度は総論的にFDとはいかなるものであるかを分析研究 し､翌年度以降は各論的に ｢よ り良い授業を提供

するには｣ とい うようなテーマを設定 して進めてゆ くのが適当であ り､平成11年度のFD講演会の講師には京都大学

の田中毎実教授に依頼 し､公開実験授業について話 してもらうのが最適であろ うとい う助言をいただいた｡

(なお､上記の 2大学以外に､FD研究会およびFD推進委員会は､メディア教育開発センターの研修事業や､大学教

育学会の研究集会､大学セ ミナー ･ノ､ウスの教員研修プログラム､財団法人大学 コンソーシアム京都の ｢FDフォー

ラム｣､立命館大学大学教育開発 ･支援センターの開設記念行事｢こうすればわかる大学の授業｣､新潟大学大学教育

開発研究センターの第 1回全学FDなどに､メンバーを派遣 している0)

上述の情報収集活動に基づき､平成10年 6月から10月にかけて､6回のFD研究会を開催 し､和歌山大学の教員に

FDを啓発するとい う立場から､｢FDと大学改革-その意義 と可能性について-｣とい う演題にて､神戸大学の川嶋

教授に講師を依頼 し､平成10年11月12日にFD講演会を開催することを決定 した｡なお､学生課長 よ り和歌山大学の

教員は学内行事にあま り積極的に参加 しないので､参加者を増やす工夫をするようにとい う注文があ り､そのための

対策を苦心 してまとめるために､上記 6回のFD研究会の うちの 4回をそれに費や した｡具体的には､和歌山大学の

教員がこの講演に関心を持つようにと､それまでのFD研究会の活動をまとめた ｢FDだより｣を作成 ･配布 し､さら

に､学内の目立つ地点に設置する立て看板やポスター､｢案内状｣ならびに参加要請を意図 した ｢出欠状｣ も作成 し

て､聴衆が少 しでも多 くなることを企図 し､周知徹底に努めた｡また､各学部の割 り当て人数 も内々で決定 し､到達

しそ うにない学部ではFD研究会のメンバーが各教員研究室を訪れ､口頭にて参加要請をすることになった｡ しか し､

残念ながら期待 したほどには多 くはな く､また､ポスターに関 しては､FD研究会のメンバーではない システム工学

部の先生に無理を言って作製 してもらったにもかかわらず､あま りその効果はなかったようである (作成 した意義は

極めて大きいと思 うが)｡

上記FD講演会の開催後､その検討をした平成10年11月の第10回FD研究会での第 1の反省点は参加者数が少なか っ

たとい うことであった｡第 2の反省点は､今後のFD活動に向けて参加者にアンケー トを実施す るのを忘れた とい う

ことであった｡逆に､評価すべき点は､川嶋教授の講演は非常にわか りやす く､そのような先生に講演講師を依頼で

きたことと､和歌山大学内での初めてのFD活動であるとい うことであった｡

平成11年 1月から2月にかけて 3回のFD研究会を開催 し､FDをより一層推進するためにFD研究会を拡大改組 し､

FD推進委員会を設置することを提案 し､そのための同委員会規程の原案を作成 した｡また､FD研究会の活動の総括

として ｢平成10年度和歌山大学FD報告書｣も作成 し､学内の全教員に配布 し､FD研究会の存在をアピールすると共

に､教員の意識改革に少 しでも役立てればとい うことになった｡なお､報告書の主な内容は､FD研究会がいかなる

議論を重ね､他大学等のFD活動に参加 し情報収集を重ね､その結果 としてFD講演会を開催 し､今後FDにどう取 り

組んでゆ くべきかについて論 じたものであった｡

3.平成11年度の和歌山大学FD推進委員会によるFDの実践

平成11年 4月 1日､和歌山大学におけるFDをより積極的に進めるために､FD研究会を発展的に解消 し､和歌山大

学大学教育委員会の下に､和歌山大学FD推進委員会が組織された｡教育学部 ･経済学部 ･システム工学部か らそれ

ぞれ 2名ずつ､大学教育委員会 ･基礎教育委員会から1名ずつ､それぞれ委員が選出され､オブザーバーとして大学

教育委員会委員長でもある学生部長が加わ り､合計 9名でFDに取 り組むことになった｡事務は､前年度に引き続 き､

学生部学生課に担当 していただいた｡また､今後の活動計画について検討 した会議には､学長に も同席願い､FD講

演会のような学外講師を招請するプログラムは､単年度で計画するのではなく､複数年度にわたって計画 してはどう
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かという提案がなされ､予算その他の面で協力 してもらえることになった｡

平成11年度のFD推進委員会の主な活動は､委員会の開催 (形式的には6回であったが､講演会や公開授業 とその

検討会の後の集まりも含めると実質上10回を越えている)は当然 として､秋のFD講演会の開催､ 2号か ら4号の

｢FDだより｣の発行､｢平成11年度和歌山大学FD報告書｣の作成､5回にわたる公開授業ならびに検討会の開催であ

る｡

当初は､学外の講師を3人か 4人依頼 し､専任教員40名程度を動員 した 1泊 2日での合宿研修の形式をとる ｢FD

研修会｣を計画 したのであるが､予算や開催 日程などの関係で断念せざるを得なかった｡平成12年度でも開催するこ

とを検討 したが､他大学での実施例を参考にすると､本学の場合､予算面で不可能と思われ､将来的にもかな り困難

であると思われる｡

FD講演会は､10月20日､京都大学高等教育教授システム開発センターの田中毎実教授に依頼 し､｢FD･授業改善

の視点一公開実験授業の経験から｣のタイ トルの下に開催 した｡田中教授は平成 8年より同センターにて公開実験授

業 ｢ライフサイクルと教育｣を担当されてお り､その経験を和歌山大学で語っていただき､和歌山大学全体のFDお

よび個々の教員の授業改善に資することを目的として前年度 より計画 していたものであった｡聴講者数は､本稿執筆

時点までの和歌山大学のFDプログラムの中で最も多 く､今後の盛 り上が りを期待させるものであった ｡ また､その

翌日の10月21日に第 2回公開授業を予定 し､FD講演会の参加者が公開授業にも参加することを狙った (残念ながら､

2日連続 してFDプログラムに参加する教員は少数で､それ以後も10月20日はど盛会になったことはない)｡

公開授業は､筆者が担当する基礎教育科 目の ｢日々のくらしと法律｣であ り､6月24日に､第 1回の公開授業とそ

の検討会を済ませた｡公開授業の参観者は､教職員合わせて15名程度で､検討会には学長や学生部長をは じめとして

7名の教員の参加があった｡これは､和歌山大学初めての自前のFD活動であ り､検討会での議論､公開授業に関す

る学生による授業評価とその検討など､今後の和歌山大学でのFDの礎 となると考えている｡ なお､残 り4回につい

ては､10月21日､11月11日､11月25日､12月 9日に実施 した｡そのうち3回は､上記センターの田中教授 ･石村助教

授､そ して大山黍宏助教授を迎えて､上記の公開授業の後の検討会に同席願い､FD座談会とい う名称を添えた ｡ な

お､公開授業については､和歌山大学のFD活動の中で最も中心的なテーマと考えているので､後ほど節を新たに し

て少 し詳 しく諭ずる｡

｢FDだより｣はFD講演会や公開授業をPRするために､3回発行 し､年度末には､｢平成11年度和歌山大学FD報

告書｣を作成 した｡同報告書の主な内容は､田中毎実京大教授によるFD講演会についての報告 と所感､公開授業 と

その検討会について､授業改善の実践例 2つ､他大学等への情報収集､和歌山大学のFDへの取 り組みについてなど

で､さらに､FDだよりの 1-4号と､公開授業 ｢日々のくらしと法律｣で実施 した学生による授業評価の集計 (メ

ディア教育開発センターで作成 していただいた生のデータ)を巻末参考資料 として加えた｡

311 平成11年度の公開授業 ｢日々のくらLと法律｣

｢日々のくらしと法律｣は､前期は経済学部夜間主 コースを対象として､後期は全学部を対象として､基礎教育科

冒 (教養科 目)と位置づけて､筆者が臨時開講 した｡その うち､6月24日･10月21日･11月4日･11月25日･12月 9

日の5回を公開授業 とし､その直後に検討会を開催 した｡公開授業を､検討会における授業改善のための議論のたた

き台として提供 したつもりであって､決 して模範授業をしようというつもりではなかった｡和歌山大学の全教員に参

観を要請 し､検討会において公開授業を素材として議論することにより､参加者や筆者自身ならびに大学全体の授業

改善を図ることを試みたものである｡

公開授業を実施するにあたっては､京都大学高等教育教授 システム開発センターの公開実験授業の見様見真似で､

講義案を作成 した｡それまで､受講生用のレジュメの作成はしたことがあるが､参観教員向けの講義案を作るとい う

のは初めての経験であった｡その講義案の冒頭においては､｢この公開授業は､授業改善のためのたたき台であって､

模範授業ではない｣ということを強調 した｡

次に､その日の授業のテーマと受講生に特に伝えたい内容､そ して､使用教材と進行予定などを明記 した｡講義の

進め方に関 しては､従来は頭の中で組み立てるだけであったが､これをほんの少 し文章化するだけで､余裕を持って

授業に臨むことができたように思われた｡講義案を作成することは､小 ･中 ･高等学校の教員ならば当然の事かもし
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れないが､大学教員が講義案を作成するとい うことは非常に少ないのではないか とい うのが公開授業後の検討会の議

論であった｡

受講生に対する履修上の注意 ･メッセージとして､｢『日々のくらしと法律』は､知識伝達型の授業であ り､講義形

式で行な う｡ できるだけ毎時間､遅刻 しないで出席すること｡ テキス ト･六法は必ず持参すること｡ なお､本講義は

公開授業であ り､本学および他大学の先生方の参観がある｡ アンケー ト調査や ビデオ撮影等もあるのでそれを覚悟の

上で受講すること｣ とい う文章をシラバスの最後に掲載 し､公開授業である旨の注意を促 し､受講予定者に対 してそ

の覚悟を した上で受講登録するように周知徹底 した｡

3-2 公開授業 ｢日々のくらしと法律｣の実際の講義概要

① 6月24日の第 1回公開授業 ｢自動車事故 と損害賠償｣

講義の内容は､下記の10月21日に実施 した第 2回公開授業 と同 じであるので省略する｡

この時の公開授業は､参観者が多いケースを想定 して受講生にできるだけ前の方に着席するよう注意 した他は､ビ

デオもカセ ットも用意せず､それまで通 りの体制で臨んだのであるが､記録を取るとい う観点からほ､極めて拙劣で

あった｡すなわち､講義や検討会の報告を作成 しようとしても参観者の記憶のみに頼 らざるを得ず､講義の講義案や

レジュメが残 っているだけで､検討会の議事録 も作成できなかった｡そのため､第 2回公開授業までにデジタルビデ

オカメラを購入 し､大学院生に依板 して授業を撮影 してもらい､検討会もカセ ットテープに録音 し､大凡の議事録 も

作成できるようになった｡

②10月21日の第 2回公開授業 ｢自動車事故と損害賠償｣

まず､車の免許を取得する際に学習することであるが､民事責任 ･刑事責任 ･行政処分の相異について､そ して特

に民事責任の意義について詳細に説明した｡次に､車を運転 していて事故を起 こしたら責任は免れないと一般に言わ

れているが､それは責任を免れるための証明が極めて困難であ り､その根拠である民法709条 と自動車損害賠償保障

法 3条 との相異について言及 した｡最後に､強制保険 と任意保険の相異を説明し､強制保険は人身事故のみについて

適用 され､物損事故には適用されないため､損害賠償に対応するためには任意保険に加入 してお く必要があ り､とり

わけSAPであれば安心できるから経済的に余裕があればこれに入ってお くことが望ましいと解説 した｡

この時に撮影された ビデオを振 り返ると､受講生が配布 した資料を注視 していた様子が うかがわれ､後期に実施 し

た ｢日々のくらしと法律｣の全授業の中で､受講生にとって最 も身近で興味深い内容であったように思われる｡

③11月4日の第 3回公開授業 ｢家族生活 と法律 Ⅰ(結婚 と離婚)｣

結婚にも離婚にも種々の手続 きが必要であ り､その基本的なルールが民法に規定されている｡ 結婚後の氏の問題や

女性の待婚期間など､将来的には大きく様変わ りする可能性のある条文 も存在するが､現在の民法上のルールを知っ

てお くことも大事であ り､この点を中心に説明した｡授業の締め くくりに､｢結婚には詐欺 と錯誤がつ きもので､離

婚するのも人生における一つの選択である｡ また､結婚は人生最悪の選択であ り､離婚は人生最良の選択であるとも

言われている｡ただ し､結婚には莫大なエネルギ一一を必要 とするが､離婚にはその3倍のエネルギーが必要であると

言 う人もいる｡もっとも､夫婦であることを継続するのはさらに困難ではあろ う｣ と言ったところ､授業後の検討会

で､｢既婚者であれば極めて興味深い内容であるが､大部分が未婚者である学生にとってほ自動車事故ほ ど関心のあ

る内容ではないだろ う｣と､参観教員から指摘された｡

④11月25日の第 4回公開授業 ｢家族生活 と法律Ⅲ (相続問題)｣

最初に､前回実施 した小テス トに関 して優秀答案を示 しながら解説を加えた｡次に､今回の最重要ポイントである

法定相続 と遺言相続について､とりわけ､相続人と被相続人､相続権の喪失､相続の割合 ･法定相続分､相続の承認

と放棄など､法定相続における基本的なルールを説明した｡その後､一般にはあまり知 られていないが､非常に大事

な概念である遺留分に言及 した｡最後に､時間的にあま り余裕が無かったので､相続税について簡単に触れた(後 日､

補足説明した)｡

⑤12月 9日の第 5回公開授業 ｢住まいと法律 Ⅰ(不動産登記)｣

まず､土地や建物の所有権を取得するためには必ず しも登記する必要はないが､登記するに越 したことはない､但

し､費用 も相当かかるとい うことを､参考資料 として有斐閣 『小六法』記載の登録免許税額表を配布 し､説明した｡
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次に､土地登記簿と建物登記簿の現物はどのようなものかとい うことを､有斐閣の 『目で見る民法教材』掲載のコピー

を配布 して理解 させた｡最後に､登記簿は100%信頼することはできないとい うことを､関連す る新聞記事を紹介 し

て言及 した｡時間的に余裕があれば土地建物の賃貸借について触れる予定であったが不可能であった｡

参観教員にとってはこの回の内容が最も実用的であるとい う感想であったが､受講生には不動産取得はまだまだ先

のことであ り､その時に習いたいとい うアンケー トの回答が多かった｡

3-3 公開授業後の検討会について

京都大学の公開実験授業の後の検討会では､教授者のコメントの前に､時系列に沿 って授業を振 り返 った り､授業

を受けて強 く感 じたことをい くつかのポイン トに絞 って振 り返 った りするために､数人のフィール ドワーカーの報告

がなされる｡ これは平成 8年 より毎週月曜 日に､従って年間で30回近 く開催 され､それが蓄積されていった所産であ

り､和歌山大学 よりも3年 も早 く着手されてお り､その経験やノウ-ウをそのまま和歌山大学に移植することはもち

ろん不可能であ り､実際､6月24日の第 1回公開授業 とその検討会で､新規に検討会を実施することの困難さを痛感

した｡

そ して､90分の公開授業の直後に検討会を実施するため､参加者の集中力 ･疲労を考えれば､検討会の開催時間は

最長で70分程度が適当であった｡和歌山大学では､それまで検討会の経験 も無かったので､議論が続かない時は40分

で切 り上げたこともあった｡

また､検討会において､公開授業中の講義者である筆者の視線の配 り方についても指摘を受けた｡当初は視線が漂っ

ていたが､慣れるに従い しっか りと受講生を見ていたそ うである｡ 講義を した側 としてほ予想 もしていなかったこと

ではあるが､参考になる意見であ り､授業改善にとって公開授業 と検討会の実施は非常に効果的であると感 じた｡な

お､公開授業は参観するが､検討会には出席 しないとい う教員もいたが､検討会に出てこそ公開授業を参観 した価値

があるのではなかろ うか｡

3-4 ｢日々のくらしと法律｣における学生による授業評価について

学生による授業評価に関 して､平成10年度以前､筆者は､半期で 1･2回､自由記述形式で実施 していたが､公開

授業実施に際 し､平成11年度の前期は 3回､後期は毎時間実施 し､特に後期は､メディア教育開発センターの通信研

修 ｢学生による授業評価実践｣に参加 し､同センターの協力を得て､授業改善を進める上で非常に参考になった｡

このシステムを利用 した場合､メディア教育開発センターが用意 した数百のアンケー ト項 目の中から選択 した り､

講義者が自由に質問項 目の内容を設定 した りすることができ､下記の15項 目を採用 した｡さらに､メディア教育開発

センターから送 られて くるマークシー ト用紙には十分な余白があ り､そこに自由記述のアンケー トの回答を書 くよう

に求めることもでき､非常に重宝 した｡

｢1 熱心に聴講 した

2 授業に注意を集中できた

3 私語を しなかった

4 居眠 りをしなかった

5 自分で問題意識を持ち､考えようとした

6 テキス ト･六法を持参 した

7 講義には総合的に満足である

8 講義の目的がはっきり明示されていた

9 講義で利用された教材は有益であった

10 抽象的な概念を分か りやす く提示する工夫があった

11 内容は明快で理解 しやすかった

12 よく聞き取れる話 し方だった

13 学生の講義を聴 く態度は全般的に良かった

14 内容をよく理解できた
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15 講義は全体的にみて自分にとって価値があった ｣

項 目に関 して大まかに分類すれば､最初は学生に自己反省をさせ､その後で講義者を評価 させることにより､冷静

に､言い換えれば第三者的に､評価 させようと試みたのである｡このアンケー ト結果に関 しては､2･3週間程度で､

実数ならびに統計処理されたものが返送された｡この統計 グラフのおかげで毎回の授業における学生の反応を容易に

把握することができ､以降の授業でどのように改善すればよいか参考になった｡また､毎回100枚前後のアンケー ト

用紙の統計処理を してもらえるとい うことが極めて有 り難かったことは言 うまでもない｡

なお､この結果に関 しては､かな り良い評価を得 られたが､氏名 ･学籍番号を記入させたからかもしれない し､あ

るいは学生が大人の判断をして､低い評価を下せば筆者に対 して悪いと思い､高 く評価 して くれたのかもしれない｡

氏名および学籍番号の記入については筆者に少 し迷いがあったため､受講生に挙手させた結果､おおよそ記名 2:無

記名 1であったので全員記入することとした｡ 受講生にすれば､記名 してアンケー トに答えれば出席 したとい う証拠

になると思い込んだのであろうが､授業評価は成績評価に全 く利用 しなかった｡なお､授業開始早々に適当に記入す

る受講生 もいた し､10回目くらいになると面倒だ と言 う学生 も現われるとい うマイナス面もあった｡

3-5 平成11年度の公開授業に関する総括と課題

公開授業 と検討会を開催 して､筆者 自身の授業改善に対する収穫は非常に大きかった｡

従来から､授業内容については学生のニーズに合った内容になるように､言い換えれば学生が現在 ･将来必要 とす

る知識を供給するよう努力してきた｡また､小テス トを通 して教授者 と受講生 との双方向性を確保するようにも努め

てきた｡しか し､これ以外にも新 しく工夫 した(せ ざるを得なかった)ことがある｡

すなわち､今回､公開授業のために初めて講義案 (教案)を作成 したことである｡この講義案にも一長一短 (マイ

ナスよりもプラスのほ うが大きいことは言 うまでもない)があって､長所は､構成のしっか りした授業を自信を持っ

て展開することができることであるが､短所 としては､講義案に縛 られ過 ぎるように思われ､学生の理解度に応 じて

説明を変えるとい う柔軟 さを発揮させにくくなるとい うことをあげることができる｡

また､授業評価に対する考え方の転換 も極めて大 きな収穫であった｡すなわち､これまで積極的に賛成 ･実施する

ことができなかった学生による授業評価を実施 し､これに対 して肯定的になったことである｡メディア教育開発セン

ターの ｢学生による授業評価実践｣に参加 し毎回アンケー トを実施 し､学生の授業者に対する評価が数字 として現れ

ることは､従来主観的な印象に過ぎなかったものが､客観的に数値化されることであって､授業者の自己反省の大き

な材料 とすることができ授業改善を図る上で大いに役立つものである｡

さらに､反省点 として収穫できたことは授業時間の使い方である｡ 公開授業の際は､小テス トを実施せず､ レポー

トを提出させた｡これは､参観者に検討会-も参加 してもらうために､授業直後に検討会を実施するべ く採用 した方

策で､小テス トの時間をとれば､検討会の参加者がますます減ると思い､ほぼ90分間講義 し続けた｡この点について､

｢長過ぎる｡注意力散漫になる｡ 何か作業を入れるべき｣ と現役の高校教員で教育学部の大学院生でもある参観者 よ

り指摘 された｡公開授業の場合であっても小テス トを実施 した方が良かったか とも思われる｡ おおよそ､講義60-70

分､小テス ト30-20分程度が適当ではなかろうか｡,

4.平成12年度以降のFD推進委員会によるFDの実践 と計画

平成12年度に既に実施 したFDフォーラムならびに公開授業 と､開催を予定 しているFDシンポジウム､公開授業お

よびFDワークショップについて (脱稿 した平成12年 8月末を基準時 とする)簡単に紹介する｡

和歌山大学FDフォーラムは､和歌山大学の組織あるいは機関 としてのFDと､和歌山大学の3人の教員個人の授業

改善を報告 ･披露することを目的として､コーディネーターを京都大学の田中毎実教授に依頼 し､平成12年 4月14日

に開催 した｡｢組織 ･機関としてのFD｣とい うテ･-マで､平成10年度 と平成11年度のFD研究会とFD推進委員会に よ

るFD講演会の開催や公開授業の実施､｢FDだより｣やFD報告書の作成などを､FD推進委員会を代表 して筆者が報

告 ･説明した｡｢個人としてのFD (私の授業改善)J として､教育学部の出原黍明教授､経済学部の土田俊也助教授､

システム工学部の床井浩平助教授の3人に､各自の担当科 目において取 り組んでいる授業改善 とその成果について発

表 していただいた｡以上の報告ならびにその後の意見交換の結果､FD推進委員会がFD活動の中心に据えている公開
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授業の方向性に関 して､参観者を専門の同じ老または似通った著に限定するか､それとも､専門に関係なく広 く参観

を呼びかけるか再検討することになった (個人的には､FD活動が盛んとはいえない和歌山大学では後者を とらざる

を得ないと考える)｡なお､本プログラムの対象を本学教職員のみならず､他の大学や高等学校の先生方にまで広げ､

和歌山大学の活動を学外の方々に披露すると共に忌博のないご意見をいただこうということにな り､案内状も配布 し

たところ4名の参加者があった｡

公開授業に関 しては､大学教育委員会委員長である学生部長を通 して各学部に意向打診 し､教育学部は 2回､経済

学部は 1回､システム工学部は 2回の合計 5回実施することになった｡その うちの2回は､既に実施済みであ り､残

る3回は10月から12月にかけて実施する予定である｡ 第 1回は､平成12年 6月13日(火)の教育学部専門教育科 目であ

る ｢初等体育科教育法｣で､担当教員は出原泰明教育学部教授であ り､当日のテーマは ｢『わかる』 -認識のための

教具論｣で､公開授業後､京都大学高等教育教授 システム開発センターの大山泰宏助教授をゲス トコメンテーターと

してお迎えし､検討会を開催 した｡第 2回は､平成12年 7月18日(火)の経済学部専門教育科 目である ｢経営戦略論｣

で､担当教員は吉村典久経済学部助教授であ り､当日のテーマは ｢競争戦略論｣で､公開授業後､京都大学高等教育

教授システム開発センターの田中毎実教授をゲス トコメンテ-タ-としてお迎えし､検討会を開催 した｡双方とも非

常に興味深 く理解 しやすい授業であ り､ベテラン出原教授の講義はまさに職人芸であ り､若手吉村助教授の講義は､

学生の知的好奇心を巧みに煽るものであった｡検討会のたたき台としての公開授業 とい う観点からは､む しろ下手な

講義であるほ うが反面教師とな り適当かもしれないが､上記 2講義に関 しては､実に巧みなもので他の大学教員が参

考になる点の多い模範講義であった｡なお､後期には､教育学部の語学に関する公開授業 1回と､システム工学部の

実験 ･実習に関する公開授業 2回とを予定 している｡

FDシンポジウムは､｢学生の現状を理解する｣をテ-マとして掲げ､保健管理センターの教員や高等学校の先生､

教育学部の教員をパネ リス トとして､参加者数が多 くなることを期待 して11月頃に開催を計画 している｡ また､FD

ワークショップは､コンピュータソフ トを使った教材作 りや授業評価をテーマとして､大学にとって極めて多忙な時

期で参加者数が少なくなるかもしれないが､平成13年 3月上旬に開催を予定 している｡

平成 9年から､和歌山大学では､基礎教育委員会により (平成11年度までは基礎教育運営委員会)､基礎教育科 目

に関 して､学生による授業評価が実施されてきた｡しか し､評価項 目の意図が不明であった り､内容が重複 していた

りという難点が存在 し､さらに､各教員に返却される分析データが絶対評価ではなく偏差値であるため､あまり参考

にならないという不満も出ていた｡そこで､基礎教育委員会よりFD推進委員会に対 して､学生による授業評価の改

善案作成の要請があ り､FD推進委員会のメンバ-の一部により構成されたFDワーキンググループで､従来の授業評

価 と､筆者が ｢日々のくらしと法律｣で実施 した授業評価､さらに､広 く公表されている東海大学の授業評価などを

参考にして､次のような改善案を作成 した｡

(学生の姿勢を問 う質問項 目として)

Ⅰ-1 出席状況は良かったか (欠席 ･遅刻 ･早退はなかったか)

Ⅰ-2 受講態度は良かったか (私語や居眠 りはしなかったか)

Ⅰ-3 授業に臨む姿勢はできていたか

(教員の授業テクニックを問 う質問項 目として)

Ⅱ-1 授業の構成は良かったか

Ⅱ-2 よく聞き取れる話 し方であったか

Ⅱ-3 教材は適切であったか

Ⅱ-4 授業の提示方法 (板書 ･OHP･ビデオなど)は良かったか

(講義の中味を問 う質問項 目として)

Ⅲ-1 よく理解できたか

Ⅲ-2 内容は自分にとって有益であったか

Ⅲ-3 講義の目的が明解であったか

(最後に総合評価 として)

Ⅳ この授業を5段階で評価せよ
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平成13年度以降については､従来に引き続いて他大学等-の情報収集や各種FDプログラム-の参加､｢FDだよ り｣

とFD報告書の作成はもちろん､公開授業 とその検討会を定期的に実施 し､そ して､和歌山大学 の教員 も講師 となる

シンポジウム形式のFD講演会やFD座談会 ･FDワ一一クショップなどを開催できれば と考えている｡ 毎年のFD活動 の

具体的な数字を示すならば､公開授業に関 しては､授業後に必ず検討会も開催す ることに して､各学部 (最低線 とし

て)2回ずつの合計 6回程度､FD講演会 (またはFDシンポジウムやFDワークショップ)は前期 と後期の 2回実施

することが 目標である｡

おわりに

平成11年は俗にFD元年 といわれ､多 くの国立大学がFD活動を開始 した年 とされている｡地方の-国立大学である

和歌山大学においてほ､その 1年前の平成10年 3月 よりFD研究会を発足 させてFD活動を開始 し､平成11年 4月か ら

は同研究会を発展的解消させたFD推進委員会がFD活動を継承 した｡その結果 として､組織 としてのFDはかな り展

開することができ､いわば ｢縦のFD｣の形式はで きた ように思われる｡ しか し､和歌山大学 の多 くの大学教員に受

け入れ られ るほどFDが浸透 しているとは言えず､一部の教員においてのみ意識 されている状態であ り､横への広が

りに欠けてお り､いわば ｢横のFD｣を今後は充実 させなければならない｡

すなわち､公開授業を検討会における授業改善のための議論のたたき台 として提供するため､公開授業の直後に検

討会を開催 し､検討会の参加者の中から公開授業を しようとい う者が現われ､また別の材料を提供する｡ このプロセ

スの繰 り返 しにより､公開授業 と検討会の裾野を広げてゆき､｢個人の授業改善か ら大学全体の授業改善-｣とい う

ことを企図 していたのである｡ しか し､参観者はおおむね10-15名で､検討会の参加者は 5-8名で､事前の希望 よ

りもずっと少なかった ｡ 授業 ･出張 ･会議など､さまざまな原因が考えられるが､聞 くところによれば､参加すれば

公開授業を して くれ と依頼されるのが怖いとい うのが多か った｡ 大学をあげてFD･授業改善に取 り組んでお り､そ

の 1つのプログラムとして公開授業 ･検討会を位置づけているにもかかわ らず､そ して､これ らを開催するにあた り

｢FDだより｣や案内状 ･立て看板 ･電子 メール等あらゆる手段を尽 くしたにもかかわ らず､参加者数が少なかった｡

従って､横への広が り､すなわち参加者数を増やす ことが､今後に残 された最大の課題である｡

しか し､それでも､和歌山大学におけるFD活動の中心は､公開授業 とその検討会 と考えている｡ とい うのは､授

業改善に関 して､学生による授業評価の意義 も大 きいとい うことは認めるが､公開授業を参観 した教員の検討会にお

ける意見交換は学生による授業評価 よりも有益なものであ り､さらに同僚教員の咳 きではあるが､いつか 自分 も公開

授業を しなければならないとい うプレッシャーとそれに伴 う波及効果は極めて大 きいか らである｡

また､公開授業実施の 1年 目である平成11年の 5回の公開授業は開催 したこと自体に意義があ り､ 2年 目の平成12

年の公開授業は全学部の複数の教員に広がったことに意義があるが､今後の公開授業に関 しては､ 1回ごとのテーマ

を明確に設定 して､その点を議論 し公開授業の意義を求めるように実施 してゆ くことを考えている｡ さらに､公開授

業 と検討会の参加者のターゲットを､専門の近い者 とい うように狭 く限定するのか､それ とも､限定 しないで広 くす

るのかについて､和歌山大学の教員のFDに対する認識 も意識 して､今後検討 してゆかねばならない｡
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