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ⅠⅠⅠⅠ. 大学院大学院大学院大学院におけるにおけるにおけるにおける FD活動報告活動報告活動報告活動報告 

 

A. 平成 18 年度までの経過 

1. 学内 FD 関連研修会に、研究科担当教員の全員が随時参加 

2. FD 関連情報の収集 

a. 中央教育審議会答申「新時代の大学院教育—国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて

—」（平成 17 年 9 月 5 日）及び要旨・概要を参照 

b. Y. エンゲストローム (ヘルシンキ大学) 著、山住勝広（大阪教育大学）他訳「拡張による

学習—ヴィゴツキーの活動理論からのアプローチ—」新曜社 (1999) を参照 

c. J. ローマン（ノースカロライナ大学）著、阿部美哉（放送教育開発センター）監訳、塩

崎千枝子（同）他訳「大学のティーチング」 玉川大学出版 (1987) を参照 

d. O. ルブール著、石堂常世（早稲田大学）・梅本 洋（同）訳「学ぶとは何か—学校教育の

哲学—」勁草書房 (1984) を参照 

e. 「メディア教育開発センター」における FD 関連講座で随時研修 

f. その他、可能な機会を利用して、大学院における教育力（研究者育成力）に資する情報収

集 

3. 本学人間科学部 FD 委員会に、研究科長がその正式メンバーとして参加 

4. 全学プロジェクト 文教マネジメント・システム（通称 BMS）における FD 関連の活動 

 特に平成 18 年度においては、研究科の重点課題として、「入学定員充足のための教育内容

及び選抜方法の改善」を掲げ、実現に向けて努力した。その結果、入学試験における選抜方

法のうち、口述試験の比重を拡大したこと等に見られるように、手続の充実を実現した。 

 

B. 平成 19 年度の活動 

1. 大学院における「FD の義務化」の発足に対応 

 文部科学省による「大学院教育の実質化」推進の一環である「大学院教育における FD 活

動の義務化」を受け、平成 18 年度に大学院学則を次の通り一部改正し、平成 19 年度より

発効させた。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

 本学大学院学則 第 20 条 大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るた

め、研修及び研究を実施する。（文部科学省大学院設置基準 第 14 条の 3 に該当） 

（成績評価基準等の明示等） 

 本学大学院学則 第 19 条 大学院は、学生に対して、学年又は期の始めに、授業及び研

究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示する。 

2 大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当っては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準
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にしたがって適切に行う。（文部科学省大学院設置基準第 14 条の 2 に該当） 

 

2. 研究科 FD 委員会の編成 

委員長：研究科長 羽生 義正 教授 

委 員：教育学専攻主任 秋山 幹男 教授 

人間福祉学専攻主任 三好 康之 教授 

小規模委員会のため、委員会の審議は、主として e-mail によって行った。 

 

3. FD 関連情報の収集 

a. 日本心理学会第 71 回大会に出席、FD 関連ワークショップを受講（研究科 FD 委員会委

員長） 

b. 学内 FD 関連研修会に、研究科担当教員の全員が随時参加 

 

4. 本学人間科学部 FD 委員会に、研究科長がその正式メンバーとして参加 

 発足の早かった人間科学部の FD 委員会が開催される際には、これに必ず研究科 FD 委員

会委員一名が参加して活動を行うとともに、FD 関連情報を収集した。 

 

5. 全学プロジェクト 文教マネジメント・システム（通称 BMS）における FD 関連の活動 (継

続) 

 研究科重点課題として以下を掲げ、その実現に努力した。 

a. 入学定員充足のための教育内容及び選抜方法の改善 

→平成 18 年度から活動を継続 

b. 心理教育相談センター年報の見直し 

→院生による事例研究掲載計画の策定 

c. 心理教育相談センターへの来談者増加計画の策定 

→院生一人当り 3 事例を目標とする 

d. 人間福祉学専攻新設計画の具体化 

→専攻新設に向けた「準備委員会」との協力・連携 

 

C. 平成 20 年度の活動 

1. FD 関連情報の収集 

a. 日本発達心理学会第 20 回大会に出席、FD 関連ワークショップを受講（研究科 FD 委員

会委員長） 

b. 日本心理学会第 72 回大会に出席、FD 関連ワークショップを受講（研究科 FD 委員会委

員長） 
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c. その他 

2. 人間科学研究科における教育研究の点検・評価調査の構想 

 目的として、「人間科学研究科における FD 活動に関した問題意識を構成員で共有するこ

とにより、組織的な FD 活動への動機づけとすること」を掲げ、大学院教育に対して多角的

な観点から現状把握を行った。また、その上で、個人及び組織としての自己点検・評価なら

びに、改善が必要だと思われる場合には、その点について記述し、改善のためのアイデアに

ついても考えてもらう…といった調査を構想した。 

 

3. 上記調査票の設計と調査実施 

回答様式は次のとおり 

→質問票には下記の通り、まず大項目による観点のカテゴリーとして 10 項目を設定し、各々

のカテゴリーのもとに、小項目による観点として数項目を設定した。そして回答欄は、各

小項目について、現状、自己点検・評価、要改善点を、組織として及び個人として、各自

に自由に記述してもらうよう設定した。 

a. 大学院入試科目等 

1) 専門科目、 2) 外国語、 3) 口述試験 

b. 大学院入試科目等カリキュラム 

1) 講義（特論）、 2) 演習、 3) 実習、 4) 実技・スーパービジョン、 

5) 修士論文指導（特別研究） 

c. シラバス 

小項目はカリキュラムのそれと同じ 

d. 指導法（教授法、授業構成） 

小項目はカリキュラムのそれと同じ 

e. 学習成果の評価 

小項目はカリキュラムのそれと同じ 

f. 潜在カリキュラム 

1) 各種行事・研究会・研修会への参加促進、 2) 学会発表の促進、 

3) 論文投稿の促進、 4) ボランティア活動への参加奨励 

g. 修士論文審査手続き 

1) 論文発表会、 2) 口述試験、 3) 修了判定 

h. 進路形成（資格取得指導を含む） 

1) 進路指導、 2) 資格試験受験対策への支援 

i. 教員の FD 活動 

1) 研修、 2) 研究 

j. その他 
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4. 実施結果（要約） 

 本調査の回収率は約 38％と、かなり低調な結果であった。その理由としては、新設専攻

であることや、実際に授業が開講されていないことで、関係教員にとって自我関与が難しい

ことが考えられる。また、質問紙にとり上げた観点が、多数の大項目から小項目へとかなり

詳細多岐なものとなっていたので、回答者の負担が大きかったことも考えられる。しかし、

回答者のなかには建設的な意見やアイデアを述べたものが多く、総じて、少なくとも大学院

における FD 活動への意識化と動機づけという目的の一部は達成できたと考えられ、今後の

さらなる活動活性化への希望がもてた。 

※※※※（（（（大学院入試大学院入試大学院入試大学院入試のののの要改善点要改善点要改善点要改善点のののの平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度へのへのへのへの反映反映反映反映））））    

a. 新設の人間福祉学専攻の入試科目等の改善案を、早速、22 年度学生募集要項に反映させ

る予定である 

1) 研究計画書の提出を廃止（教育学専攻に合わせる） 

2) 社会人応募者にも英語の試験を課す 

3) 口述試験の配点を上げる（教育学専攻に合わせる） 

4) その他 

b. 両専攻について、英語の試験時間を従来の 70 分から 90 分に変更。 

c. 同じく、入試前期日程を従来の 10 月上旬から 9 月下旬に繰り上げる。 

d. 同じく、社会人受験者を考慮して、試験日を土曜日に設定。 

e. 同じく、試験科目実施順序を、外国語、専門、口述試験の順に改める（従来とは前二者の

入れ替えである）。 

  

5. 本学人間科学部 FD 委員会に、研究科長がその正式メンバーとして参加 

 

6. 全学プロジェクト 文教マネジメント・システム（通称 BMS）における FD 関連の活動 (継

続) 

 研究科の重点課題として以下の項目を掲げ、大学院 FD 委員及び心理教育相談センターの

メンバーが協力して、課題達成に向け努力した。 

1) 入学定員充足のための教育内容及び選抜方法の改善（継続） 

2) 「学習成果」を保証するための FD 活動の推進：高度専門職養成を目指して 

3) 心理教育相談センターの地域サービス機能と院生教育機能の統合の実現 

4) 両専攻への社会人・シニア世代受入れ計画の策定及び実施 

5) 修士課程修了最終試験の在り方の再検討 

 

D. 平成 21 年度の活動計画予定 
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 前年度に引き続き、新しい研究科長のもと、改めて人材育成目標等、基本的問題から再検

討を加える予定である。すなわち、活動の大枠は次のとおりである。 

1. 新規に研究科 FD 委員会を編成 

委員長：新研究科長 松本 一弥 教授 

委 員：教育学専攻主任 中丸 澄子 教授 

人間福祉学専攻主任 三好 康之 教授 

徳本 達夫 教授、羽生 義正 教授 

小規模委員会のため、委員会の審議は、主として e-mail によって行った。 

2. 研究科の人材育成目標の再検討 

3. 各専攻・コースのアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、マスターズ・デ

ィプロマ・ポリシーの再検討 

4. 大学院シラバスの再整備 

5. 社会人・シニア世代受入れの促進 

6. 学位審査方法の検討 

7. 大学院生及び教員自身による授業評価の継続実施 

（報告者：羽生義正） 

    

 


