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今年度の第２クォーターに学生発案型
授業である『長大生が考える「人生とは
何だ？！」』が開講されました。学生発
案型授業は、「学生による教育改善のた
めの委員会」と、その前身である「学生
による教育改善ための協議会」の学生が、
授業で学びたい内容や身につけたい能力
のニーズ調査を行った上で授業の企画・
立案を行い、担当教員の人選から依頼ま
で行うなど、開講するまでに２年以上の
歳月を費やし実現しました。また、昨年
度の授業期間終了後には、受講生へのア
ンケート結果や担当教員からの意見や感
想をもとに再び話し合いを重ね、科目名
や開講時期を変更した他、シラバスや広
報の仕方の改善を行いました。その甲斐
あって、受講人数が 68 人へと大幅に増
加し、とても賑やかで活気のある授業と
なりました。

授業ではタイトルに含まれる「人生」
という言葉が示す通り、「どう生きるか」
「どう生きたいか」ということを大きな
テーマとして掲げています。「大学生で
ある現在の自分と将来の理想像」、「働く
ということ」、「一生涯で起こるライフイ
ベント」という 3つパートに分かれた 8
週 15 回に渡る授業を通して、情報の収
集・分析能力や、集団の中で自らの意見
を主張する力、他者の意見を傾聴し尊重
する力を向上し、最終的に受講生一人ひ
とりが学生として今、そしてこれからを

学生発案型授業 
2 年目開講！

どう生きていくべきかということについ
て考えを深めて表現することを授業到達
目標としました。
具体的な授業内容として、「大学生と
しての自分と将来の理想像」のパート
は、北村史先生と前田裕介先生（大学教
育イノベーションセンター）が担当し、
「これまでの生き方と現在の自分との関
わり」について探るために、自分史の制
作や自分の考えや内面を自分自身の「ト
リセツ ( 取扱説明書 )」を作って表現す
るといったワークを行いました。「働く
ということ」のパートは西久保裕彦先
生（環境科学部）が担当し、「AI が台頭
する 2050 年においてどういった仕事が
必要とされるか」という観点から大学で
何を学ぶべきか、何を目指すべきかとい
うことについて議論を重ねながら考えま
した。「一生涯で起こるライフイベント」
のパートでは井口茂先生（医学部）が担
当し、「結婚・子育てのあり方」や「介
護にまつわる課題」といったことについ
て世の中で実際に起こった事例も参照し
ながら議論し、「理想の家族のあり方」
や「ライフイベントへの対応方法」につ
いて考えました。いずれのパートでも、
グループでのディスカッションやプレゼ
ンテーションといった多様なアクティ

ブ・ラーニング型の授業手法が取り入れ
られ、受講生が個人・集団を問うことな
く主体的に学び、考える授業となりまし
た。また、専門分野がそれぞれ異なる教
員による授業を受けることで、幅広い角
度から自身の生き方を考えるきっかけと
することができました。

この授業には委員会の学生も毎週参
画し、受講生の疑問や質問に答えたり、
議論の行方を見守ったりといった「先
輩」や「ファシリテーター」といった役
割を果たしました。授業の受講生から
は、「自分という人間と向きあう時間が
あり良かった」、「積極的に発言、発表で
きるようになった」、「夏休みはぼんやり
と過ごすことになりそうだったが、将来
の自分のためになることをしようと思い
TOEIC を申し込んだ」といった声を聞
くことができました。



---〈〈実施の流れ〉〉---

対象科目を担当している授業者と観察者でペアをつくる *2。

↓

双方の都合のよい日程で授業観察を実施した上で観察者は

「授業観察記録フォーム」の項目１～７を記入して、Web シ

ステムから提出する。

↓

授業者は事務からメールで送られてきた観察者記入済みの

「授業観察記録フォーム」の項目８にコメントを記入して、

完成版をメールで返信する。

↓

承認を待つ

◀Web入力へのリンク
別途 Excel ファイルで
の作成と提出も可能 *3

授業観察制度の FD 化の概要
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本学では、授業を参観する機会をも
うけていただくために、全学モジュー
ル I・II 科目および初習外国語科目に
おいて「授業公開／授業観察制度」を
実施しています。他者の授業を観るこ
とで、自らは取り組んだことのない教
授方法を知る機会となったり、教授者
の働きかけに対する学生の反応や取り
組みの様子を俯瞰的に観察することで
学生の学びを促すための方略を考える
機会になるなど、授業実践のヒントを
得ることが期待されます。特に、日頃
の授業で困難や課題を感じている場合
には、クラス規模や学問領域の近い授
業を参観することで、即採用できる対
策を得られたり、同様の課題について
教員同士で議論しながら解決策を共に
考えていただく機会にもなります。
このような効果を見据えて、平成
30 年度の後期より授業観察の実施者
双方（授業者と観察者）に FD受講認
定をすることが決まりました（平成
30 年 6 月 18 日教務委員会）。授業観
察 FDは集合研修による FDと比べて
も、個々の課題に対する実際的な解決
により近づくものとなるため、授業実
践に関わる教員同士の交流と学び合い
を促し教育改善を進める契機としてご
活用いただきたいものです。

オーソドクスな教育方法学の考え方
では授業を構成する要素を以下の 4つ
と考えます。

▶教育目標（何を教え、どのような
学力を形成するのか）
▶教材・教具（どういう素材を使う
か）
▶教授行為・学習形態（学習者にど
のように働きかけるか）
▶教育評価（教授行為を的確に把握
できる信頼性と妥当性をもってい
るか）

（田中 2012）

授業という活動は、これらの要素が絡
み合い具体的な事象として実現してい
ると言えます。
観察者として授業を参観してみる
と、自らが授業においてどんなことを
気にかけているか、何を大切にしてい
るかといった、自分自身が授業に対し
て持っている認識や信念が浮き彫りに
なるかもしれません。たとえば、教材
に注目して「丁寧にまとめられた資料
を参考にしたい」と考えたり、教授行
為に注目して「授業者の話し方や学生
との対話の仕方が秀逸だ」と感じたり、
あるいは「グループ活動で学生が目的
に向かった活動ができていない」とい
うことに気づいたり、また教育目標に
ついて「この授業のカリキュラム上の
位置づけはどのようなところか」とい
う点に注目したりする場合があれば、
それら観点は、観察者が大切にしてい
ることに他なりません。一方で、その
気づきが、授業者には自覚されていな
いけれども重要なことである場合もあ
ります。うまくいっているところを確
かめること、そして課題になりそうな
点をフィードバックすることは、どち
らも、授業者と観察者双方にとって有
意義な評価となると言えます。

ただし、そのような評価は決して授
業者や授業それ自体を査定するような
ものであってはならず、共に学生を育
む同僚として、人材育成の活動を充実
させていこうという目的において、授
業者と一緒に考える立場でなされるべ
きと言えます。授業者が考える実践上
の課題や授業の到達目標を観察者も共
有して、そのねらいが効果的に達成さ
れているかどうかを学習者の様子や成
果を吟味して確かめることが求められ
ます。そうして、うまくいっていない
ことが見出されれば、どのような工夫
ができるかについて代替案を考えてい
くことも授業観察のその先に求められ
てくるものと言えます。

授業は一回一回が様々な要因に影響
されて実現しているものと考えると、
唯一の正解を見出すことの難しい実践
と言えます。だからこそ、気兼ねなく
授業について話ができる仲間を見つけ
られれば支えとなり、心強いものです。
授業観察の機会を通じて、仲間をつく
り交流を図ることも本事業の重要な目
的のひとつです。

授業観察で FD 受講認定が
されます

○認定開始の時期：　平成 30 年度後期に開始して、以降、年度ごとに全学 FD として「〇〇年度授業観察 FD」
を設定する。

○対象科目：　　　　全学モジュール I・II 科目および初習外国語科目

○受講認定の要件：　①授業形態、連続コマ等によらず、少なくとも 60 分以上の授業観察が実施されること *1

②「授業観察記録フォーム」に授業者と観察者双方が必要事項を記入し提出完了すること
③提出されたフォーム内容により授業観察が適切に実施されたことが、評価・FD 教育改善

専門部会および教務委員会において承認されること

○承認の手続き：　　大学教育イノベーションセンター事務で記録フォームを回収してとりまとめたものを、半期
に１度、評価・FD 教育改善専門部会および教務委員会で報告と承認の手続きをとり、承認
された場合、当該年度の授業観察 FD の受講者として授業者と観察者の双方を認定する。

参考：　田中耕治（編）　2012　よくわかる授業論　ミネルヴァ書房

*1　授業観察を効果的なものにするため、できる限り授業 1 コマ分（90 分）を観察するようにしてください。やむを得ず 1 コマ分全てを観察
できない場合は、授業のどの部分を観察するのが良いかについて、事前に授業者と観察者で十分相談してください。

*2　参観希望科目の授業者への連絡方法について特別なルールは設けておりません。適宜、お取り計らいください。
*3　参照：　大学教育イノベーションセンター HP　＞　教員のみなさまへ　＞　授業公開
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⑤高等学校でのアクティブ
ラーニングの現状

⑥プレゼンテーションの評
価観点と聴衆の集中を
導く話し方のコツ

FD・SD サマーワークショップのご案内

日時：　9 月 21 日（金）　14:00 〜 15:30

場所：　A-33 教室（文教 C・教養教育棟）

内容：　ルーブリックの基本的な知識や実際
の活用事例について紹介します。ま
た、フロアで実際に作成し、その過
程や完成したルーブリックについて
議論することで、個々の授業に合わ
せたルーブリックの作り方のポイン
トをつかみます。

日時：　9 月 25 日（火）　14:00 〜 15:30

場所：　A-12 教室（文教 C・教養教育棟）

内容：　大人数講義での工夫について 2 名
の先生から事例紹介をしていた
だきます。また、フロアも含め
て大人数講義の際の工夫や問題
点について議論します。

日時：　9 月 26 日（水）　15:30 〜 17:00

場所：　A-12 教室（文教 C・教養教育棟）

内容：　高校でのアクティブラーニングの
実践事例とアクティブラーニン
グを取り入れた効果や今後の教
育の方向性についてお話しいた
だきます。

日時：　9 月 11 日（火）　13:00 〜 14:30

場所：　A-12 教室（文教 C・教養教育棟）

内容：　専門外の学生に教える際の工夫に
ついて 3 名の先生から事例紹介
をしていただきます。また、フ
ロアも含めて専門外の学生に教
える際の工夫や問題点について
議論します。

①「専門を専門外の学生に
教える際の工夫」につい
てみんなで考える

日時：　9 月 26 日（水）　13:00 〜 14:30

場所：　A-12 教室（文教 C・教養教育棟）

内容：　『障害のある学生の修学支援に関
する検討会報告 ( 第二次まとめ )』
の要点を踏まえ、合理的配慮の
基礎的な考え方を学びます。ま
た、授業内での活動を適切に進
めるためのポイントを確認して
いきます。

④合理的配慮についての理
解を深める

③「大人数講義での工夫」
についてみんなで考え
る

②わかる！作れる！ルーブ
リック！

▼申し込み方法▼
次の Web ページの申し込みフォームから、各プログラム実
施日の３日前までにお申込みください。

http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/FD/173/173r/webformEnt.php

※当日、会場にて参加申込みも可能ですが、会場や進
行上の都合により定員制となっておりますので、お
受けできない場合があります。参加登録は申込の先
着順とさせていただきますので、ご了承ください。

スマートフォンでのお申し込みはコチラより⇒

▼問い合わせ先▼

学生支援部教育支援課
教養教育班　　寺川・安永

電話：　内線 2077（095-819-2077）
メール：　fd@ml.nagasaki-u.ac.jp

主催：教務委員会　　企画実施：評価・FD 教育改善専門部会

〈〈〈お知らせ〉〉〉

大学教育イノベーションセンターでは、集合研修で行われる
長崎大学 FD のほかに、各部局に出向いて部局 FD として開催
する「出前 FD」を実施しています。実施内容は、ご要望に合
わせて構成いたします。内容によっては、限られた時間を有効
に使って行う「e ラーニングとのブレンド型」での実施も可能
です。

また、教員個人を対象とした授業設計のコンサルテーション
も行っています。シラバス作成、授業設計、教授方法などにつ
いて、担当教員と共に授業の改善案を考えます。下記 web ペー
ジより、お申込みいただけます。お気軽にご相談ください。

◆授業設計コンサルのお申込みはコチラ↓→
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/consulting/

日時：　9 月 27 日（木）　13:00 〜 14:30

場所：　A-12 教室（文教 C・教養教育棟）

内容：　プレゼンテーションを評価する際
の観点を知り、それを踏まえた
実践的・体験的な活動によって、
プレゼン指導と話し方の工夫の
しどころを体得していきます。


