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2021 年 4 月全学教授会資料  FD 推進委員会 

 

FD 推進委員会 ―2020 年度活動報告および 2021 年度活動計画― 

          

2020年度活動報告 

１．授業アンケート 

＜実施日程＞ 前期科目：2020/7/20（月）～8/15（土） 
後期及び通年科目：12/14（月）～2021/1/19（火） 

＜調査方法＞ 和光ポータル上で実施 
＜集計結果（大学全体）＞ 

 総履修者数 回答数 回答率 

2020 前期 30,763 15,459 50.25％ 

2020 後期 30,006 12,327 41.08％ 

 対象科目数（総科目） 回答科目数 実施率 

2020 前期 469 465 99.14％ 

2020 後期 741 660 89.06％ 

2020 年度実施対象科目の 1210 科目のうち、学生から 1 件も回答がなかった科目は 85 科目

（約 7.0%（※2019 年度約 8.9％））。 
【参考：2019 年度】 

 総履修者数 回答数 回答率 

2019 前期 27,854 10,647 38.22％ 

2019 後期 29,440 9,529 32.37％ 

 対象科目数（総科目） 実施科目数 実施率 

2019 前期 539 521 96.66％ 

2019 後期 740 644 87.03％ 

 
オンライン授業に伴い、例年のアンケート項目を一部修正して実施した。「授業の内容と

課題の分量」「授業の内容と課題の難易度」の設問および自由記述欄を追加した。 
科目毎の結果は、各教員に伝えた上で、2012 年 4 月から大学 HP で公開している（教員

の希望による非公開科目は「非公開」、学生からの回答がなかった科目は「学生からの回答

がなかった科目」と明示）。 
 

２．授業見学 

＜実施日程等＞ 
前期：※オンライン授業への対応のため実施しなかった  

 後期：12 月 7 日（月）1 限～12 日（土）5 限（見学受入可の教員 46 名、111 科目） 
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 ※後期授業見学は例年 10 月下旬に実施していたが、12 月実施となった。 
 ※見学受入可否について、2019 年度から○×方式で提出する様式に変更したことで、見

学受入科目が大幅に増加した。 
※教員のみを対象とした個別授業見学は、希望が寄せられなかった。 
 

＜見学者数（延べ人数）＞ 前期：実施なし 後期：教員 0 名、職員 7 名 
授業見学後のレポート（資料 A 参照）では、職員にとって重要な機会とするコメントや、

オンライン授業の取り組みを知ることができ有益であったとのコメントが複数あった。 
FD 推進委員会では、職員にとっての授業見学の意義と、FD の自主性を重んじる原則を

確認し、教員の FD について次の方策をとっている。 
① 2016 年度から教員が見学しやすいよう個別見学の制度を設けている。 
② 2014 年度から全学教授会終了後に FD 研修会を開催している（2020 年度はオンライ

ン開催）。 
授業見学後のレビュー共有などは、引き続き検討課題とする。 

 
３．FD研修会 

①新任教職員向け FD 研修会 
 ※コロナ禍のため開催しなかった 
②前期 FD 研修会 テーマ：「オンライン授業に関する取組報告」 
日程：2020 年 9 月 3 日（木）15：02～16：51 ※Zoom 参加者：専任教員 56 名（報

告者含む）、非常勤講師 10 名、職員 17 名 
③後期 FD 研修会（職員研修共催） テーマ：「オンライン授業と著作権」 
 日程：2021 年 2 月 4 日（木）15：02～17：13 ※Zoom 専任教員 57 名（報告者含

む）、非常勤講師 12 名、職員 27 名 
  

４．学会等へ教職員の派遣（2011 度から教職員に周知し、参加者を募っている） 

 ①初年次教育学会 第 13 回大会 

※コロナ禍のため大会開催なし（大会発表要旨集を発行し開催の代替とする） 

 

 ②初年次教育学会 実践交流会 in北陸 ※Zoom 開催 

  テーマ：「コロナ禍で生まれた初年次教育の取組」 

日程：2020 年 11 月 28 日（土） 参加者：教員 1 名 

 

③第 26 回京都 FD フォーラム ※Zoom 開催 （参加報告は資料 B 参照） 

  テーマ：「あらためて大学とは何か ～コロナ禍を超えて新しい時代へ～」 
日程：2021 年 2 月 20 日(土)、21 日(日)、27 日(土)、28 日(日) 参加者：教員 2 名 
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 ④その他 
・初年次教育学会「学生支援ピアチュータープログラム」 ※Zoom 開催 

日程：2020 年 11 月 7 日（土） 参加者：教員 1 名 
 

・目白大学公開講座「遠隔授業と大学教育」 ※Zoom 開催 
テーマ：「アフターコロナを見据えた大学のアクティブ・ラーニング」 
日程：2021 年 2 月 10 日（水） 参加者：教員 1 名 

 
2021年度活動計画 

１．授業アンケート  

引き続き「和光ポータル」上で実施したい。前期は 7 月頃、後期は 12 月頃に実施予定で

ある。設問項目については、授業形態や状況により追加・修正が必要と考えている（実施

期間等の詳細は、後日配布する文書参照）。 
2021 年度から大学院科目でも「和光ポータル」上で授業アンケートを実施したい。設問

項目は大学院科目独自のものとし、実施時期・方法は学部と同様とする。科目ごとの集計

は行わず、大学院全体として集計する。 
アンケート結果は、引き続き HP で公開し、課題となっているアンケート結果の活用等

についても検討する。 
 
２．授業見学  

2016 年度より「通常見学」に加え、教員を対象に期間外の見学や見学受入れ科目以外の

見学を可能にする「個別見学」を実施している。教員による見学を増やし、授業見学を充

実させるためである。専任教員には是非「個別見学」も利用していただきたい。実施期間

等の詳細は、後日配布する文書参照。 
 

３．FD研修会  年度内に 3～4 回開催予定。 

 ①新任教職員向け FD 研修会（4 月初旬開催）②前期 FD 研修会（前期中の全学教授会終

了後など）③職員研修会（共催）：テーマに応じて共催等④後期 FD 研修会（後期末頃） 
 FD 研修会の内容は、授業改善や教育制度改革に関わる理解を深める企画等を検討してい

る。また、外部講師招聘も検討したい。各学部学科や各部署が開催する研修会等で FD 推進

にふさわしいものがあれば FD 推進委員会との共催とし全学教職員に参加を呼びかけたい。

各部門からの提案をお願いしたい。 

 

４．学会等へ教職員の派遣  今年度も参加希望を募り、FD 推進委員会で調整したい。 

 ①初年次教育学会第 14 回大会 日程：未定 テーマ：未定 ※オンライン開催予定 

②第 27 回 FD フォーラム（大学コンソーシアム京都主催）  
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 日程：2022 年 2 月末～3 月初旬頃 会場：未定 テーマ：未定 

上記以外にも FD 関連の学会等の案内があれば教職員に案内・周知する。 

 


