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《はじめに》 

 

 現代社会は少子高齢化、グローバル化、価値観の多様化とともに、環境や倫理、教育、

労働、医療等において多様な課題を抱えています。それらの課題に適応するべく、大学

教育も各大学で改革が進められております。 

我が弘前大学は地方に位置しており、卒業後に都会に出ていく多くの若者を抱え、学

部改組や教育改革を基に地域で活躍する人材育成という大きな役割も担っております。 

我々教員は教育、研究を通して、学ぶ力、教育する力とともに課題を見つけ解決でき

る人材の育成に日々努力をしております。 

我々ＦＤ委員会も、教員個々のＦＤ活動を教員間あるいは教員と学生とで共有し相互

に高め合うことを願い、活動してきました。 

その成果を「平成 30 年度・令和元年度ＦＤ活動報告書」にまとめましたので、今後

の皆様方のＦＤ活動に少しでもお役に立てればと思っております。 

 

 

 

平成 30 年度、令和元年度 FD 委員 

委員名 代表所属 

大津 美香 保健学研究科 看護学領域 

佐藤 真由美 保健学研究科 看護学領域 

敦賀 英知 保健学研究科 放射線技術科学領域 

工藤 幸清 保健学研究科 放射線技術科学領域（委員長） 

七島 直樹 保健学研究科 生体検査科学領域 

山内 可南子 保健学研究科 生体検査科学領域 

高見 彰淑 保健学研究科 総合リハビリテーション科学領域 

澄川 幸志 保健学研究科 総合リハビリテーション科学領域 

野戸 結花 保健学研究科 学事委員会 

工藤 幸清 保健学科 学務委員会（平成 30 年度） 

中原 岳久 保健学科 学務委員会（令和元年度） 
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平成 30 年度 FD 講演会報告 

 

 講師として広島大学副学長の古澤修一

先生をお招きしました。文部科学省は

2020 年代に相応しい教育として、情報通

信技術(ICT)の活用を進めています。文部

科学省は、他者と協働しながら創造的に生

きていくために必要な資質・能力の育成に

向けて、教員の ICT 活用、指導力向上等

は緊急かつ重要な課題としています。古澤

先生は ICT を用いたアクティブラーニン

グの視点からの授業方法として「反転授業」

を実践されています。知識伝授の要素をビ

デオ化し、自宅で学習し、知識の咀嚼の要

素を教室で行う教育形態となっているた

め、学生には授業外の学習負担は大きいも

のの、より知識を深めたり、将来役に立ち

そうだという意見もあったということで

した。専門教育科目に導入することは難し

いかもしれませんが、演習形式の授業の一

部や教養教育科目等では、実施に向けて大変参考になるものでありました。 

 

日 時：2018 年 12 月 6 日（木）18:00～19:40 

会 場：弘前大学医学部保健学科 第 33 講義室 

講 師：古澤 修一 先生  広島大学副学長、生物圏科学研究科 免疫生物学 教授 

講演名：“ICTを用いた教育改革”理系における反転授業 

―知識の修得と応用展開能力養成の試み― 

参加者：33 名 

  

平成 30年度 FD講演会ポスター 
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講師ご略歴 

******************************************************************************** 

1979 年 04 月 01 日, 1984 年 07 月 31 日, 帝京大学, 医学部, 教務職員 

1981 年 04 月 01 日, 1981 年 09 月 30 日, ハーバード医科大学, 研究助手 

1984 年 08 月 01 日, 1985 年 03 月 31 日, 帝京大学, 医学部, 研究助手 

1985 年 01 月 01 日, 1990 年 07 月 31 日, 帝京大学, 医学部, 助手 

1985 年 03 月 01 日, 1987 年 05 月 01 日, ニューヨーク大学, 医学部病理学教室, 主任研究

者 

1990 年 08 月 01 日, 2007 年 09 月 30 日, 順天堂大学, 医学部, 助手 

1990 年 12 月 01 日, 1992 年 09 月 30 日, ニューヨーク大学, 医学部, 客員准教授 

1992 年 10 月 01 日, 1995 年 03 月 31 日, 農林水産省, 家畜衛生試験場, 農林水産技官主任

研究官 

1995 年 04 月 01 日, 2004 年 03 月 31 日, 広島大学, 生物生産学部, 助教授(生物生産学部) 

2004 年 04 月 01 日, 広島大学, 大学院, 教授(生物圏科学研究科) 

******************************************************************************** 

 

講演内容 

⚫ 広大生受け入れ企業が広島大学の教育に期待することとして、「基礎学力を持った人材の

養成」、「即戦力となる人材の養成」、「優れた技術者の養成」が挙げられる。広島大学の卒

業生に対する企業のイメージとして、「まじめ」、「堅実」、「地味」、「基礎学力がある」が

挙げられるものの、一方で、足りないものとして、「個性的」、「積極性」、「行動力」、「国

際性」、「モチベーション」、「リーダーシップ」、「身についた専門教育」、「IT リテラシー」

が挙げられる。 

⚫ 社会から大学への要請として、社会人基礎力として「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、

「チームで働く力」が求められている。また、文科省からの要請として学士力として「知

識・理解」、「汎用的技能」、「態度・指向性」、「総合的な学習経験と創造的思考力」が求め

られている。したがって、学生の思考や表現を引き出し、その知性を鍛える双方向の授業

として課題解決型のアクティブラーニングが必要であり、学士課程教育の質を転換する必

要がある。 

⚫ アクティブラーニングとは「教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能

動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」となっている。つまり、アクティ

ブラーニングとは、教員による一方的な講義形式以外の講義形態で学修するものであり、

主体的に学修できる人材を養成するための授業形態である。 

⚫ 具体的には、発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習、ディベート、協働学習、PBL、

グループワーク、教室内でのグループ・ディスカッション、反転授業での共同学習、話し

合い学習法（TDL）などがある。 
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⚫ 反転授業を取り入れる理由は、①教員の役割が「壇上の賢人」から「学習者に寄り添う導

き手」に変わる。②学生自身に学習時間を有効的にアレンジさせられる。③講義について

いけない学生や前提知識の不足した学生に対応できる。④教員が学生の反応を理解し易く

なる。⑤学生間のコミュニケーションが増え、学生の発信力、傾聴力が身に付く。⑥寝る

学生が居なくなる。⑦講義ビデオを、大人数で助け合って試聴することもできる。⑧講義

ビデオをアップロードすると、講義の透明性が確保でき、授業履修後も家族や友人を含め

て学修材料として使える。⑨反転授業は休講時に役立つなどである。 

⚫ 反転授業には完全習得学習型と高次能力学習型の二つのパターンがあり、ブレンディッ

ド・ラーニングとは e ラーニンング（＝オンライン授業）と従来の対面式授業（＝オフラ

イン授業）を融合した授業のことである。 

⚫ 講師の古澤先生が担当している免疫生物学講義の実施方法は下記の通りである。 

資料（紙）の配布→自学自習（４０～８０分）→講義室での協同学習（３０分）→確認試

験（１５分）→補填講義（１５分）→応用試験（３０分）→復習（１５分） 

⚫ 反転授業の講義形式をどう思うかという学生への質問において、「良い意味でプレッシャ

ーがあったので、毎週、勉強をするやる気が出ました。内容も興味深いものばかりで面白

かったです。」、「自分で理解できなかったところを教えてもらったり、自分が理解できた

ところは教えられるので、理解が深まりました。」、「とても新鮮で他のどの講義よりも積

極的に取り組めました。他の講義でもこのような新しい形式の講義を行ってみたいと思い

ました。」などと肯定的な感想が多かった一方で、「負担が大きい・向き不向きが大きく分

かれそう」などの意見もあった。 

 

 

 

 

  

反転授業に関して熱心に解説された 

古澤先生 

活発な質問をする参加者 
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H30 年度 FD 講演会アンケート結果 

参加者数 33 名、アンケート回収 30 名（回収率 91％）

 

 

 

 

質問１－１（択一）

あなたの所属についてお答えください。

1.大学生 2

2.大学院生 3

3.保健学研究科教職員 25

4.その他 0

質問２－１（複数）

受講の理由について教えてください、（複数回答可）

1.講師に興味があったから 8

2.内容に興味があったから 23

3.参加しやすい開催日時だったから 4

4.参加しやすい会場だったから 6

5.参加費が無料だったから 3

6.その他 0

質問３（択一）

講演に満足されましたか？

1.とても満足 23

2.やや満足 6

3.どちらともいえない 1

4.やや不満足 0

5.不満足 0

質問４（択一）

講演の内容は理解できましたか？

1.とても理解できた 23

2.やや理解できた 6

3.どちらともいえない 0

4.やや難しかった 1

5.難しかった 0
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質問５（択一）

講演の内容はあなたの役に立つものでしたか？

1.とても役立つ 21

2.やや役立つ 7

3.どちらともいえない 2

4.あまり役立たない 0

5.役立たない 0

質問６

FD講演会に参加して感想などがありましたらお知らせください

１．ＬＭＳのようなシステムが学内に整備されると、こうゆう授業にトライしやすく

　　なると思う。似たようなシステムがあるのであれば、説明会や使い方の動画配信

　　等してほしい。

２．導入時の他で紹介は大いに参考になり、行ってみようと思います。 

　　消極的な学生が多いなど

３．おかしたべたかったです。 

　　大人たちのかったい頭では考えられないような、頭のやわらかい子供たちを、

　　授業なんて形でしばらないで、好きなことをおもいっきりやらせてあげれば

　　いい。以上、子供が失礼いたしました。様々な人に合う形があんですよ。

４．急用にて途中退室させていただきます。 申し訳ありません。

５．とても勉強になりました。

　　企画して下さった委員の先生方、ありがとうございます。

６．反転授業を増やすことが出来るのは授業科目数が少ないからではないのか？

７．学生に興味を持ってもらうことが大切だという言葉が印象的でした。

８．専門教育だと難しいと思った。

９．実習型のＦＤ講演会があったら参加してみたい。

１０．カリキュラムマッピングをする時の資質と能力
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令和元年度 FD 講演会報告 

 

首都大学東京学術情報基盤センター教授

の栗山正光先生にご講演いただきました。

ハゲタカジャーナルは捕食学術誌、悪徳雑

誌、粗悪学術誌とも呼ばれ、文部科学省は

ハゲタカジャーナルに対して深刻な問題に

なっているという認識を示し、論文の投稿

先については慎重に検討するよう 2018 年

に注意喚起を促しました。 

ハゲタカジャーナルに掲載された論文は

研究業績として評価されないこと、大学の

評判を落としてしまうこと等、大学教員に

とっては、弊害はとても大きいものとなり

ます。ハゲタカジャーナルかどうかを識別

するための基準やブラックリスト、ホワイ

トリストの活用などは論文の投稿先を検討

する際に、大変参考になるものでありまし

た。しかし、複数のブラックリストとホワ

イトリストを照合すると、整合性がとれな

いジャーナルがいくつか存在するというこ

ともあり、完全なものはないということが

わかりました。講演には大学院生の参加者もみられたことから、ハゲタカジャーナルの存

在を周知することができ、学位論文の投稿先を検討する際にも、大変役立つ内容でありま

した。 

 

日 時：2019 年 12 月 6 日（金）18:00～19:30 

会 場：弘前大学医学部保健学科 第 33 講義室 

講 師：栗山 正光  先生  首都大学東京 学術情報基盤センター 教授 

講演名：ハゲタカオープンアクセス出版社にご用心 

参加者：34 名 

 

 

 

 

令和元年度 FD講演会ポスター 
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講師ご略歴 

******************************************************************************** 

【学歴】東京大学文学部卒業、筑波大学大学院情報メディア研究科博士後期課程満期退学 

【職歴】筑波大学および琉球大学の図書館職員を経て、常磐大学（水戸市）で司書課程担

当教員、2013 年 10 月より現職 

【専門】図書館情報学 

【主な関心領域】大学図書館を中心とした学術情報流通システム 

******************************************************************************** 

 

講演内容 

 

○ハゲタカ出版社、ハゲタカジャーナル（predatory publishers, predatory journals）とは？ 

学術出版を装って論文掲載料(APC)で儲けようという悪徳出版社、悪徳雑誌であり、ジェフ

リー・ビール(Jeffrey Beall)というコロラド大学デンバー校の図書館員が指摘、命名した。 

 

○ハゲタカ出版社／ジャーナルの手口 

電子メールを無差別に送りつけて投稿勧誘し、一見、学術雑誌の体裁を整えている。既存

有名雑誌とまぎらわしいタイトルが多く、インパクトファクター（偽り）を掲載している。

また、編集委員として実在の研究者の名前を（無断で）掲載することもある。投稿すると

すぐに受理通知、料金請求し、取り下げを要求しても応じない。さらに、キャンセル料を

要求してくる場合もある。 

 

○ハゲタカ出版社／ジャーナルの弊害 

研究者は、評価を落とし、研究業績として評価されない。一度公表されてしまった論文は、

もう別のジャーナルに投稿できない。大学・助成機関は、組織の評判を落とす。研究費、

補助金が不適切に使用されることがある。 

 

○ハゲタカジャーナルが出現した背景 

論文業績を増やそうとする研究者へのプレッシャー。学術雑誌の電子ジャーナル化による

オープンアクセス(OA)化の加速。研究助成機関が補助金提供の条件として OA を義務化す

る動きがあり、日本の科研費では OA 雑誌への投稿を推奨している。 

 

○ハゲタカ出版社／ジャーナルの識別 

いかにも怪しいものから判断が難しいものまでさまざまあり、怪しい論文投稿募集メール

の例や日本に拠点を持つ怪しい業者の例、ハゲタカとされるが、有名大学の研究者が多く

投稿している例(SCIRP)を紹介された。 
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いくつかの判断基準として、判断基準に基づいて実際にハゲタカあるいは信頼できる出版

社をリストアップしたブラックリストとホワイトリストがある。 

 

○判断基準（赤信号）の例 

⚫ 迅速な査読、出版を約束 

⚫ APC の額が不明、異常に安い、投稿時に支払い要求 

⚫ タイトルが既存の有名誌と酷似 

⚫ 発行された号、掲載論文が非常に少ない 

⚫ 掲載論文の質が悪い 

⚫ ウェブサイトの質が悪い 

⚫ 所在地や連絡先がデタラメ 

⚫ 偽りの評価指標（インパクトファクターなど）を掲載 

⚫ 定評ある文献データベースに収録されていない 

⚫ 出版団体に加入していない 

 

○ブラックリストとホワイトリスト 

⚫ ブラックリスト 

https://beallslist.weebly.com/、Stop Predatory Journals、Kscien's list、Cabells とい

う会社のブラックリスト（有料） 

⚫ ホワイトリスト 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)、Cabells のホワイトリスト（有料）、Scopus, 

Web of Science, CINAHL など定評ある文献データベース 

しかしながら、どれも完全ではない。 

 

○ハゲタカジャーナルへの対応策 

⚫ 研究者（大学院生含む）への注意喚起 

⚫ ブラックリストとホワイトリストの批判的活用 

⚫ Think Check Submit（日本語版） 

⚫ 投稿前のチェックリスト 

⚫ オープンアクセス学術出版社協会(OASPA)の取組 

⚫ Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing 

⚫ 業績評価の見直し 

 

○講演全体をまとめると 

⚫ 学術出版を装って論文掲載料を稼ぐハゲタカ出版社／ジャーナルは、研究者や大学の

評判を落とし、科学への信頼を失墜させる。 
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⚫ ハゲタカジャーナル出現の背景に、研究者へのプレッシャー、学術誌の電子ジャーナ

ル化、オープンアクセス化などがある。 

⚫ ハゲタカジャーナルの識別はなかなか難しく、ブラックリストもホワイトリストも完

全ではない。 

⚫ 研究者へ注意を喚起するとともに、業績評価のあり方も見直す必要がある。 

 

 

  

ハゲタカジャーナルに対する注意喚起に

関して熱心に解説された栗山先生 

参加者による活発な質疑応答がなされ

た。 
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令和元年度 FD 講演会アンケート結果 

参加者数 34 名、アンケート回収 32 名（回収率 94％）。 

 

 

 

 

 

 

質問１－１（択一）

あなたの所属についてお答えください。

1.大学生 0

2.大学院生 2

3.保健学研究科教職員 29

4.その他 1

1 医学研究科

質問１－２

その他の内容

質問２－１（複数）

受講の理由について教えてください、（複数回答可）

1.講師に興味があったから 4

2.内容に興味があったから 30

3.参加しやすい開催日時だったから 3

4.参加しやすい会場だったから 3

5.参加費が無料だったから 2

6.その他 2

質問２－２

1 急に予定が変更になり時間があいたから

その他の内容

質問３（択一）

講演に満足されましたか？

1.とても満足 19

2.やや満足 12

3.どちらともいえない 1

4.やや不満足 0

5.不満足 0
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質問４（択一）

講演の内容は理解できましたか？

1.とても理解できた 24

2.やや理解できた 8

3.どちらともいえない 0

4.やや難しかった 0

5.難しかった 0

質問５（択一）

講演の内容はあなたの役に立つものでしたか？

1.とても役立つ 28

2.やや役立つ 4

3.どちらともいえない 0

4.あまり役立たない 0

5.役立たない 0

質問６

FD講演会に参加して感想などがありましたらお知らせください

１．色々なことに表と裏があることがわかりました。 

　　リテラシーが必須だとおもいました。

２．ハゲタカオープンアクセスという言葉を今回初めてききました。 

　　今後、論文投稿する上で、大事なことなので、今回講演会に参加できて、

　　このような情報を得ることができて良かったです。

　　ありがとうございました。

３．具体的な対応策と対応策の妥当性などを堪忍できて大変参考になりました。

４．投稿を考えていたＯＡが有名なハゲタカであったことがわかり、とても

　　勉強になった。 

　　何を信じればよいのか、とても難しい。

５．とてもよかった 

　　ＦＤにぴったり

６．とても参考になりました。
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平成 30 年度学外 FD 研修 

平成 30 年度の学外 FD 研修は１件で教員２名の参加であった。 

研 修 会 名 第 25 回大学教育研究フォーラム 

主 催 京都大学高等教育研究開発推進センター 

日 時 
平成 31 年 3 月 23 日（土）9 時 00 分～17 時 45 分 

平成 31 年 3 月 24 日（日）8 時 30 分～16 時 00 分 

場 所 京都大学 吉田南総合館、百周年時計台記念館 

参 加 者 
工藤 幸清教員（放射線技術科学領域／放射線技術科学専攻） 

澄川 幸志教員（総合リハビリテーション科学領域／作業療法学専攻） 

 

フォーラムの概要は以下のとおりである。 

1. 個人研究発表（３月２３日，２４日） 

アクティブ・ラーニング、ルーブリック、キャリア教育、看護教育など、教育に関す

る様々なテーマの発表が口頭発表・ポスター発表合わせて 200 題を超える発表があっ

た。 

2. 参加者企画セッション（３月２３日） 

｢体験の言語化」多分野への展開とその可能性，組織開発（Organization Development）

の知見を初年次教育のデザインに応用する，PBL 事例シナリオ教育の可能性と課題，

教育の質向上に資するティーチング・ポートフォリオの導入に向けて，など多様な企

画セッションがあった。 

3. 特別講演（３月２４日） 

教育を捨てて教育に戻れ！―大学の授業研究からトランジションをにらんだ生徒学生

の学びと成長へ― 

4. パネルディスカッション（３月２４日） 

若手研究者による反『大学改革』論の試み―人文学からの問いかけ― 

『人文学の危機』の根源を問う／PDCA サイクルという『鉄の檻』／汎用的な能力を

養成するために専門教育は不要なのか 

5. シンポジウム（３月２４日） 

テーマ：高校から大学、大学から大学院、大学から社会へのトランジション 

高大・大大・大社接続について／大学から社会へのトランジション―『自分から動く』

『考える』『人と連携する』力を高める―／トランジションをどう理解し、学校教育の

中に位置づけるか 
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令和元年度学外 FD 研修 

令和元年度の学外 FD 研修は１件で教員３名の参加であった。 

研 修 会 名 第 26 回大学教育研究フォーラム 

主 催 京都大学高等教育研究開発推進センター 

日 時 
令和 2 年 3 月 18 日（水）9 時 30 分～17 時 30 分 

令和 2 年 3 月 19 日（木）10 時 00 分～15 時 30 分 

場 所 京都大学 吉田南総合館、百周年時計台記念館（オンライン開催） 

参 加 者 

大津 美香（看護学領域／看護学専攻） 

工藤 幸清 教員（放射線技術科学領域／放射線技術科学専攻） 

山内 可南子教員（生体検査科学領域／検査技術科学専攻） 

 

フォーラムは新型コロナウィルス感染の影響により、現地開催からオンライン開催に変更

となった。以下にフォーラムの概要を示す。 

1. 個人研究発表（３月１８日，１９日） 

大学におけるアクティブラーニング等の授業開発・カリキュラム開発、教育評価・大

学評価、FD、IR(Institutional Research)/IE（Institutional Effectiveness）など、な

かには看護教育に関するものも複数含まれ、教育に関する多様なテーマの発表がオン

ラインで配信された。多くは PDF 発表スライドでの配信であったが、オンラインによ

るリアルタイムでの口頭発表のものもあり、発表者と参加者の質疑応答も実施された。

またポスター発表のなかには YouTube による動画での配信もあった。当初予定された

発表の中には発表取り消しもあり、発表数は平成 30 年度よりやや少なかった。 

2. シンポジウム（３月１８日） 

テーマ：2040 年の社会と高等教育・大学を展望する 

特別講演「学術の展望と『大学』の未来」、講演「AI を活用した政策提言と高等教育の

未来」が行われた。パネルディスカッションでは、我が国の高等教育を取り巻く未来

予測を踏まえ、日本の高等教育の将来像や今後各大学において進めるべき教育改革・

改善の取組の方向性や目的等について多様な観点から討論された。これらは YouTube

にてリアルタイムで配信され、オンライン参加者の質問等は意見交換のためのツール

を通じて行われた。 

3. 参加者企画セッション（３月１９日） 

「体験の言語化」と「専門知」、ゼミナールを科学する－「ゼミナール研究会」第一期

活動から見えてきた論点－、高等教育におけるSEL（Social and Emotional Learning）

の現状と今後の展開、汎用的能力をどう育成するか－ミネルヴァ・モデルをめぐって

－、など多様な企画セッションがあり、発表者や参加者との意見交換や質疑応答も含

め、オンラインによるリアルタイムで実施された。  
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《おわりに》 

 少子化のなかでの高等教育の量的拡大や、大学教育・研究の質の担保や保証の問題等か

ら教育改革の必要性が指摘されている。その中で、教職員が一体となって大学教育改革に

取組む大学がある。平成 30 年度は、教員や学生、事務員が一体となって反転授業を展開し

ている広島大学の古澤先生にご講演いただいた。優秀発表者にはお菓子をプレゼントする

という古澤先生に倣い、私も学生の発表時にチョコレートをあげてみた。学生は大変喜び、

これは教育効果があると実感したのであった。また、教育・研究の質の担保・保証の問題

から、論文投稿の際に問題となっている粗悪学術誌（ハゲタカジャーナル）の存在も早急

に教員や院生・学生、事務員に知っていただきたく、令和元年度にはハゲタカジャーナル

の名付け親でもある首都大学東京の栗山先生にご講演いただいた。まさかと思われるホー

ムページにもハゲタカジャーナルが存在しており、大変参考になるものであった。 

FD の最新の動向や、授業、入学試験への最新の取り組みは、FD に関連した学会やセミ

ナーで発表されることが多い。そのため、本委員会の活性化と推進を図るものとして、大

学教育研究フォーラムへの積極的な参加を促している。中央教育審議会は 2018 年末に、今

後の高等教育改革の指針として、我が国の高等教育に関する将来構想についての審議結果

をまとめた答申「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」を発表し、「学修者本位の

教育への転換」、「教育・研究における多様性と柔軟性の確保」、「『学び』の質保証の再構築」、

「あらゆる世代が学ぶ『知の基盤』の確立」、「多様な機関による多様な教育の提供」、「高

等教育のコストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充」などを主要なテーマとし

て掲げている。大学教育研究フォーラムは、これに対応すべく、各大学において今後進め

るべき教育改革・改善の取組の方向性や目的等について、多様な観点から考えたいとして

おり、本委員会の委員が参加する意義は大きいと考えている。 

工藤 

 

  



編集後記 

編集後記を書くにあたり、改めて FD とは何かを調べてみた。文部科学省の HP によると

『FD は知識＝専門分野を素材に成り立つ学問の府としての大学制度の理念・目的・役割を

実現するために必要な「教授団の資質改善」または「教授団の資質開発」を意味する。』と

記してあった。 

この度、FD 委員会が企画した「反転授業」・「ハゲタカジャーナルに対する警鐘」に関す

る FD 講演会については、まさにこの FD の目的に合致した内容であり、アンケート結果か

らも開催した意義は大きかったと言える。保健学研究科では非常に意識の高い教職員が多

いが、多忙のせいであろうか、参加者数が減少傾向にあるのは少し残念である。教職員は

クオリティの高い教育と研究を行うためにも年に数回の FD 活動に参加できるような物理

的かつ気持ちの余裕を持たなければならず、そのようなゆとりを得るために「仕事の効率

化と働き方の改善」を今後の FD 活動のテーマとして一度取り上げてもいいのかもしれない。 

今回の FD 委員の任期中に「令和」という新しい時代が幕を開け、東京オリンピックが

56 年ぶりに開催されようとし、日本全体が盛り上がりを見せている最中、世間は新型コロ

ナウィルスの影響により自粛ムードである。今年 3 月に行われるはずだった京都大学での

FD フォーラムも現地開催中止を余儀なくされ、世界に降りかかった見えない敵と私たちは

戦わなくてはならない事態に陥った。 

しかしながら、先人達はいつもこのような困難を乗り越えて繁栄してきたように、我々

教職員も大学教育と研究におけるあらゆる困難に対して打ち勝ち、自身をブラッシュアッ

プさせ、学生を教育する高度な能力を得なければならない。そのため、FD 活動は今後増々

重要性を増してくるであろうし、我々は大学における様々な諸問題を他人事ではなく自分

事とする積極的な姿勢が必要であるのではないかと強く感じた。 

七島 
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