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1 ．はじめに― 3 つの調査の位置づけ

大阪市立大学（以下、本学）では、大学教育研究セ

ンター（以下、本センター）が設置される10年近く前

から、全学規模で参加者の自律性を重視した教育の質

の向上のためのFD活動が活発に実施されてきた。FD

研究会（2002年度までは大学教育研究会）や教育改革

シンポジウムといった全学的FD研究の場はもとより、

全学共通教育における、学生による授業アンケート調

査やカリキュラムの改編、公開授業の実施などがその

代表的なものである。

とくにこの内のFD研究会の全体会や分科会では、

他大学で多く見られるような学外者による啓蒙的な勉

強会ではなく、従来から主に（その発表の 9割以上が）

本学内の教員による教育やFDの各種取組事例等の発

表で構成されてきた。その具体的発表内容を確認して

も分かるとおり 1 ）、このような全学規模のFD活動の

活発な実施を支えてきたのは、本学内の数多くの個別

教員や部局等において多様にかつ自律的・積極的に実

施されてきた、教育の工夫や質向上や改善のための各

種取組・FDであった。また、本誌特集の別稿にある

「授業アンケート調査に関する質問紙調査（教員対象）」

を見ても、自身の担当する授業に関して日常的に創

意・工夫を行っている教員が多数おり、教授法の事例

ものべ155件も挙げられていることからも、個別教員

の自律的で日常的な取組の様子がうかがえる 2）。

本センター発足後は、それらの個別教員の自律的で

恒常的な教育の工夫や積極的な取組と各部局での自律

的な取組・FDを基盤としつつ、本センターが中心と

なって、より組織的で実質的な全学的教育支援・連

携・FDのあり方を目ざし、模索している。各部局で

の教育やFDの一層の推進・発展のための、効果的で

実質的な支援や連携のあり方を検討し推進するために

も、それらの部局の教育やFDの状況を把握しながら

進めていく必要がある。

本センターでは、本学の各部局で実施されてきた教

育に関する各種取組状況・FDの実施状況について、

今まで主に 3つの異なる調査・情報収集を実施してき

た。すなわち、①『各学部および創造都市研究科にお

ける教育に関する取り組みの実態調査』、②関西地区

FD連絡協議会報告に伴う本学内各部局等の『FD活動

に関する資料・情報提供のお願い』調査、③大阪市立

大学FD連絡会における「各部局のこれまでのFD活動

の状況等」ヒアリング調査である。

このほか本センターは、2005年度には毎月 1部局程

度の頻度で 1年をかけて本学内全部局を訪問し、各部

局の教育活動やFDの状況などについて詳しくヒアリ

ングを行った④「学部等訪問プロジェクト」調査も遂

行した。同プロジェクトの調査結果はその後の本セン
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ターの調査や全学FD活動等に様々に活かされている

ものの、調査後の調査結果報告はセンター内研究員会

議での口頭による共有化の段階に止まっており、全体

をとりまとめたりセンター外に公表したりしなかった

ため、本稿では取り上げないこととする。

以下、上述の①～③の各調査に関する、実施概要お

よび結果概要を簡単に紹介し、最後に今後の課題につ

いて言及する。

2 ．『各学部および創造都市研究科における

教育に関する取り組みの実態調査』

（2003年度調査）

2．1 ．調査の概要

実施時期：2004年 1 月、（報告書発刊時期：2005年 1

月）

目　　的：この後の本学におけるFD活動をはじめと

したさまざまな課題に取り組むにあたり、

（別途実施したFDに関する教員個人の意識

調査に加えて、）当該時点における各学部

での「学部教育に関する組織的な取り組み

の現状を知る」ため実施した。

調査方法：各部局（各研究科長）宛に調査内容説明と

調査用紙を配付し回収した。

各学部のなかでも学科や教室、コース等に

よって取り組みが異なる場合は、各学科・

教室・コース等には各研究科長から同封の

文書を回してもらい、最終的には各学部で

まとめて回答を提出してもらうことを依頼

した。（当初回答期限に回答のあった学部

が少なかったため、再度回答の依頼を行っ

た。）

調査対象：本学内各学部（含、看護短期大学部）およ

び創造都市研究科（学部教育は行っていな

いが、積極的にFDを推進している創造都

市研究科にも、協力を要請した。）

調査内容・項目：依頼状と調査内容票については、本

稿末尾資料 1参照のこと。

「 1．FD活動」、「 2．高大連携」、「 3．そ

の他」について実施の有無、検討中の別の

回答を依頼した。また、それぞれの項目に

ついて実施有りあるいは検討中の場合は、

実施（or検討）状況を簡潔に記した文書の

添付を依頼した。（報告書等がある場合は

その添付も依頼した。）

調査結果の公表先：

以下の報告書を取り纏め、学内に配付し

た。

大阪市立大学大学教育研究センター『各学

部および創造都市研究科における教育に関

する取り組みの実態調査報告書』2005年

2 ．2 ．調査結果の概要

各学部（学科）等での実施状況一覧については、本

稿末尾添付の資料 2を参照のこと。

「 1 ．FD活動」については、それぞれ、（1）学生

による授業評価アンケート、（2）教育に関する講演会

やシンポジウム・研究会、（3）教員相互の授業参観、

（4）教員の教育活動に関する評価、（5）新任教員研修、

（6）授業内容・方法等の教員研修、（7）GPA導入等成

績評価基準の作成、（8）その他について聞いている。

この内比較的実施が多く見られたのは、全学共通教育

では1994年から実施されてきた（1）の授業評価アン

ケートであったが、学部（研究科）全体で専門教育に

対しても行っていたのは 3学部 1研究科の計 4部局、

学科単位で行っていた（あるいは明確な実施予定があ

った）のは、2学部 4学科だった。そのほかに、個人

的に実施している場合もあったのは、3学部だった。

また、全学的には1995年から実施してきている上記

（2）の教育に関する講演会やシンポジウム・研究会等

を、学部（研究科）全体で行っていたのは、2学部 1

研究科の計 3 部局 3 ）であった。学科単位で行ってい

たのは、2学部（学科）であった。

このほか（3）～（8）については、部局全体で実施し

ている例も一部で見られた（教員表彰やGPA等）が、

基本的には、学科単位や個人レベルでいくつか実施が

見られるという結果であった。

「 2．高大連携」については、高校への出前授業等

や高校生のための大学の授業等の取組を積極的に展開

している学部が 1学部あった。それ以外の部局では、
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その他高校関係者との意見交換の実施等交流があると

の回答は多かった（具体例は 4 学部で挙げられてい

た）。

「 3．その他」の取組については、初年次教育の実

施は 4部局（含、学科）が、リメディアル教育の実施

は 2部局（含、学科）が、学生の学習意欲を高めるた

めの工夫（優秀学生の表彰、卒業生による講演、学生

の学習に関する支援活動等）については、7学部がそ

れぞれの工夫ある取組について挙げていた。シラバス

や履修案内の改善については、1部局（学科）が、外

部評価の導入や資格習得等への支援に関する取組は5

部局（含、学科）が取組を報告していた。

3 ．関西地区FD連絡協議会報告に伴う本学

内各部局等の『FD活動に関する資料・情

報提供のお願い』調査（2008年度調査）

3．1 ．調査の概要

実施時期：2008年 7月

目　　的：関西地区FD連携協議会（代表幹事校：京

都大学）における各大学のFDに関する資

源データーベース作成に伴って、本学内の

FDに関する情報および関連資料の収集を

行い、本学内各部局等の過去 3 ヶ年度の

「具体的なFD活動の実態を把握する」た

め。

調査方法：各部局（各学部・研究科長）宛に資料・情

報提供の依頼と調査用紙をファイルで配付

し、当該調査用紙の回収と関連資料の提供

を受けた。

調査対象：本学内各学部・研究科および大学教育研究

センター

調査内容・項目：以下の各項目につき、過去 3 ヶ年

（2006～2008年度）の実施状況（概要・主

体・資料の有無）の報告および資料の提供

を受けた。

問 1．教育の充実・改善・成果向上に関す

る研修会，講演会，ワークショップ等

の実施状況について（大学教育の充

実・改善・成果向上に関する研修会や

講演会，ワークショップなどで、TA

研修などの大学院生や学生に関連する

もの、事務職員研修なども含む）

問 2．特色ＧＰや現代ＧＰ等の外部資金の

獲得による教育改善に関わる取り組み

について

問 3．学生による授業評価アンケートにつ

いて（独自の工夫等も含む）

問 4 ．関西地区FD連絡協議会会員校で実

施される講演・研修イベント等の講師

依頼の可否と講師情報の提供

調査結果の公表先：

大学教育研究センターで全部局分の調査結

果を取り纏めた上で、関西地区FD連絡協

議会宛に情報を提供した。関西地区連絡協

議会内で他大学の情報とともに取り纏めら

れ、「今後のFDに関する実質的な連携のた

めの基礎資料」として蓄積されている。

3 ．2 ．調査結果の概要

次の③大阪市立大学FD連絡会における「各部局の

これまでのFD活動の状況等」ヒアリング調査と実施

年度が近いため、本調査結果は同調査結果とあわせて

本稿 5．項にてまとめて説明することとする。

4 ．大阪市立大学FD連絡会における「各部

局のこれまでのFD活動の状況等」ヒアリ

ング調査（2009年度調査）

4．1 ．調査の概要

実施時期：2009年 6月

目　　的：本学のFDを組織的に実施していくために、

各部局におけるFD活動等についての情報

交換及び全学的なFD活動への各所属への

周知を行うために本センター内に発足した

大阪市立大学FD連絡会において、各部局

でのFD活動等の現在の状況を相互に把握

し，その情報を全学で共有化するため。

調査方法：事前に依頼（報告と資料提供の依頼）をし

た上で、第 1 回のFD連絡会において、各
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部局のFD連絡委員から「各部局のこれま

でのFD活動の状況等」についての報告を

受けた。その後結果を一覧表としてとりま

とめたものを、再度全FD連絡委員に送付

し、内容確認も受けた。

調査対象：各部局のFD連絡委員

調査内容・項目：各部局における「昨年度（2008年度）

までの F D実施状況」および「今年度

（2009年度）の取組予定」、「出席の手立て」

などを中心に状況報告を受けた。

調査結果の公表先：

報告された内容を取り纏めた結果を、大阪

市立大学第 7 回FD研究会（2009年 9 月25

日開催）の予稿集末尾参考資料 1「各部局

におけるFD活動について（大阪市立大学

FD連絡会作成資料）」4）として学内に配付

した。

4 ．2 ．調査結果の概要

先述の②関西地区FD連絡協議会報告に伴う本学内

各部局等の『FD活動に関する資料・情報提供のお願

い』調査と実施年度が近いため、本調査結果は同調査

結果とあわせて次項 5．にてまとめて説明することと

する。

5 ．2008～2009年度実施の 2 つの調査結果

の概要と2003年度調査との対比

上述の2008年度実施の調査②および2009年度実施の

調査③の結果から分かる近年の部局ごとの教育改善お

よびFDの取組の概要を、2003年度実施の調査①の結

果との対比も含めて、以下にまとめてみたい。

5 ．1 ．「学生による授業評価アンケート」の実施

2003年度の調査では、学部全体で授業アンケートを

実施していたのは 4部局であったが、2008年度段階で

は、1部局以外の全ての部局がアンケートの実施を報

告しており、その内容の各種工夫についても様々に挙

げている（ 9部局）。また、単にアンケートを個別に

実施するのみでなく、それを部局内で共有化し、それ

をふまえて部局研修会で議論を行う等、部局の教育の

改善・向上に役立てようとしている部局も多かった

（ 6 部局）。

5 ．2 ．「教育の充実・改善・成果向上に関する研修

会・講演会・ワークショップ」の実施

2003年度の調査から比べ大きく実施部局が増えた項

目である。

2008年度の段階で、1学部を除く全部局で年最低 1

回以上の学部研究科単位のFD研修会を実施している。

具体的には、年 3 ～ 4 回の学部研究科単位のFD研修

会等を実施している部局が 5部局、年 1回が 4部局で

あった。学部研究科単位で実施していない 1部局も、

各学科やコース等の単位では実施していた。

2003年度調査の際から長年実施している 3部局もそ

れぞれ、年 1回ペースながら 7年程度前から 7～ 8割

の教員が参加するFD集会を定期的に開催していたり、

定期的に宿泊研修も取り入れた年 3回の研修会を実施

していたり、形を変えつつも定期的実施を続けていた

り、形態は様々であるが現在に至るまで継続的に実施

していた。

また、部局単位FD研修会を実施している部局のほ

とんどが、教授会の前後に実施するなど出席が比較的

容易な開催時間帯を工夫しており、いずれも全教員の

7～ 8割の参加実績が報告されている。毎回大半の出

席が困難な部局も、各教室から代表者を必ず 1名出す

などの工夫を行っていた。

このような部局単位での、定期的で恒常的な、教育

に関する勉強会や情報の共有化の場、教育に関する話

し合いの場が、着実に定着しつつあることが伺える。

内容については、一般的な勉強会である場合もあれば、

より具体的な課題・テーマの検討会・意見交換会や、

具体的な教授法等の研修会である場合もあるなど、多

様な内容が各部局にて様々に模索されている。

また、この 2～ 3年の間に、5部局のFD研修会にセ

ンター専任教員が協力したり、部局FD集会と全学FD

研究会との共同開催を行ったりするなど、全学FDと

部局FDとの連携事例も複数見られた。



大阪市立大学『大学教育』 第 7巻　第 2号　2010年 1月

65

5 ．3 ．特色GP・現代GP等に関するFD、その他

現代GP等の申請に伴う部局内での教育改善の工夫

とその構築・実施のための委員会の場などが、貴重な

議論の場・FDの場となっているとする部局が 3 部局

あった。この内 1部局では、部局の教員の半数が実際

に教育を担当しており、部局内の幅広い議論につなが

っていることが伺えた。（GP獲得は、これらの部局以

外でも実績があり、それら部局でも同様の効果があっ

たと推測される。）

このほか、大学院・学部における新たな教育・研究

体制・プログラムの検討委員会を立ち上げそこで実質

的な議論・教育改善を行っている部局等もあった。

6 ．おわりに―分かったことと今後の課題

本項冒頭でも述べたとおり、全学規模でのFDの取

組は15年余り前から実施してきた本学であるが、本稿

で見た調査①と調査②・③を見比べてみると、各学部

のFDも早くは 7 年ほど前から実施している例もある

が、大半は 3～ 4年前頃（2006年前後）から着実に広

がっていることが分かる。各部局で展開されるFDは、

各部局の現実的にニーズに即した多様な形式・内容の

ものが自律的に展開されており、本稿冒頭でも述べた

ようなすでに多様に自律的に行われている個別教員に

よる日常的で恒常的な教育活動と連動した形で実質化

してきていることが分かる。

このように多様にかつ実質的に展開されている部局

FDであるが、今後、部局相互に互いの取組から学ん

だり、部局間あるいは全学FDとの効果的な連携や支

援したりすることによって、現在の部局FDをより一

層発展させ、また本学全体の教育の質の向上につなが

るFDが展開できる可能性がある。すでに今年度には、

長年開催してきた全学規模のFD研究会等に加えて、

FD連絡会も新たに発足し、他部局の教育改善やFDの

取組状況等を相互に知る機会が増えている。また、一

部で全学FDやセンターの専任教員との連携の下進め

られている部局FD事例 5）も見られる。

部局および全学的な教育改善・FDを今後より一層

発展させ、実質的に本学の教育の質の向上を一層図る

ためには、各部局のより具体的なFDニーズを顕在的

なものから潜在的なものまで拾い出して、そのニーズ

にあった実質的な連携や支援を図る必要があると考え

られる。そのためには、まず、本稿で見てきたような

部局FDの状況調査をより定期的に行うことが必要で

あろう。またそれに加えて、各部局の状況や各部局に

おける顕在的・潜在的教育改善・FDニーズをより具

体的に把握し、意味のある実質的な連携・支援をする

ためには、冒頭で述べた調査④の「学部等訪問プロジ

ェクト」のように、各部局を実際に訪問しながら行う、

訪問ヒアリング調査もあわせて実施していくことが有

効であると思われる。

本特集別稿にある、個別の教員対象の調査である

「大阪市立大学教員の調査」における教育に対する意

識教育の取組などに関するヒアリング調査との関連も

考慮しつつ、部局等の取組状況の訪問ヒアリング調査

も進めていくことを検討していきたい。

注）

1 ）第 7 回大阪市立大学FD研究会予稿集末尾資料 2（本誌

135～138頁）を参照のこと。

2）本誌72頁、表 5の 3参照。

3）本稿末尾資料 2では 1学部 1研究科計 2部局のみで実施

ありとの回答結果になっているが、調査報告書本文では

2学部 1研究科での実施が報告されており、実態はこの

本文の通りだったと考えられる。そのため、本稿でも 2

学部 1研究科計 3部局とした。

4）第 7回大阪市立大学FD研究会予稿集資料 1（本誌131～

134頁）を参照のこと。

5）第 7回大阪市立大学FD研究会予稿集資料 2のAの 5（本

誌138頁）の事例の他、2009年度の工学部FD研修会も第

7回FD研究会との合同開催で行われた。
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資料 1 ：2003年度調査依頼状および調査内容一覧
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資料 2 ：2003年度調査結果一覧
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資料 3 ：2008年度調査内容一覧


