
1 はじめに

1.1 混乱する用語

2013年８月24日、25日と立命館大学において第８回

目の「学生FDサミット」が開催された。2009年度の

初回には100名程度だった参加者が、第８回目には全

国から50大学、356名の学生・院生と97名にのぼる教

職員が参集する大きなイベントに成長した。また各大

学の取組主体も、岡山大学の「学生・教職員教育改善

専門委員会」と呼ばれる教育開発センターの公的な委

員会組織から、北九州市立大学の「学友会中央執行委

員会」のような学生自治会組織、さらには岡山理科大

学の「イベント企画サークル『とり、OUS』」のよう

な学内公認のサークル団体まで多岐に渡る１）。これら

すべてがいわゆる「学生FDスタッフ２）」と称し、学

内の学生支援活動、授業改善活動、教育提案活動など

の学生参画型FD（学生FD活動）３）に従事しているの

である。

「学生FDスタッフ」とはどのような団体か。どの

ような定義がなされ、学内でいかなる位置づけにある

のか。彼らが行う「学生参画型FD（学生FD活動）」

という言葉が国内の大学教育現場で標榜され、意味が

不明なまま増幅している今日、アクティブ・ラーニン

グ（activelearning）や学生関与（studentinvolve-

ment）、学生従事（studentengagement）と呼ばれ

る国内外の思想の動向とどのような関係にあり、また

連動しているのか。さらにはピア・サポーター（peer

supporter）と学生FDスタッフはその活動において

違いがあるのか。あるいはこれらの活動をFDの文脈

で捉えることが可能なのか。これらのことについて本

稿では議論を試みたい。

1.2「学生参画型FD（学生FD活動）」という

あやふやな言葉

2008年に改定された大学設置基準には「大学は、授

業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及

び研究を実施するものとする」と述べられ、いわゆる

FDの義務化が盛り込まれた。しかしその年の４月10

日に中央教育審議会から出された『学士課程教育の構

築に向けて（審議のまとめ）』（以後、「学士課程答申」）

では、大学設置基準の文言を修正し、「FDを単なる授

業改善のための研修と狭く解するのではなく、我が国

の学士課程教育の改革が目指すもの、各大学が掲げる

教育目標を実現することを目的とする、教員団の職能

開発として幅広く捉えていくことが適当である。～中

略～ 教員の個人的・集団的な日常的教育改善の努力

を促進・支援し、多様なアプローチを組織的にすすめ

ていく必要がある」と述べられ、大学設置基準に示さ

れた狭義のFD観を覆し、各大学の教育目標を実現す

るための教員団の職能開発であり、組織的で日常的な

教育改善活動であるとの意味づけを与えている４）。

FD自体がその定義を変化させ、発展していくこと

に異論はない。しかしこれらの定義から「学生が参画

する」というニュアンスはまったく感じられないばか

りか、教員団の職能開発として再定義されていること

は注目に値する。なぜならばこの学士課程答申の前後

から学生参画型FD（あるいは学生FD活動）という言

葉が巷にあふれ５）、新しいFDのアプローチとして大

学教育界を席巻していくからである。たとえば木野

（2012）は、『大学を変える、学生が変える』という著

書のなかで「大学の主体者は教員と職員だけでなく、

学生も主体者と考えると、FDの考え方は大きく一変

する」と述べ６）、大学紛争時の自主講座やそこで行わ

れた双方向授業をFDの原型として位置づけるととも

に、立命館大学や岡山大学、法政大学社会学部、大阪

大学共通教育、追手門学院大学、京都文教大学、愛知

教育大学の学生参画型FD（学生FD活動）を紹介して

いる。しかしながら立命館大学の学生FDスタッフは、

在籍する学生全体の代表性を持たない一種の公認ボラ

ンティア（サークル）活動であり、木野が実施してき

た自主講座やその後の教養授業は学生同士の討論を盛

り込んだアクティブ・ラーニングの手法に他ならない。

また、他大学の事例も、法政大学社会学部の「学生授

業アシスタント」などピア・サポート・プログラム

（peersupportprogram）の事例が多く、学生参画

型FD（学生FD活動）の厳格な定義がまったく見えて

こない。

筆者はこの著書の中で提案されている取り組みや活

動を批判しているわけではない。それどころか2012年

８月に出された中教審答申『新たな未来を築くための

大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的
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に考える力を育成する大学へ～』７）を持ち出すまでも

なく、大学におけるアクティブ・ラーニングやその一

形態であるピア・サポート・プログラムの実践は非常

に重要であり、かつ大学教育の質的転換を図るために

必要不可欠のものであると考えている。しかし、なぜ

これまで教育に関わる学会や現場で普遍的に使われて

きたアクティブ・ラーニングという言葉やその日本語

訳として用いられる「能動的学習」という用語をあえ

て使用せず、「学生参画型」という言葉を使用したの

か。さらにはどうして大学教育に関心を持つ一部の学

生の活動とアクティブ・ラーニングやピア・サポート・

プログラムを同一の学生FD活動という文脈で取り上

げたのか理解に苦しむのである。

本稿では最初に「学生参画型FD（学生FD活動）」

の用語を使い始めた木野茂の著書に見られる事例を抽

出し、どのような活動内容が見られるかをリストアッ

プする。次いでアクティブ・ラーニング、学生関与、

学生従事、ピア・サポート・プラグラムの定義に立ち

戻り、どのような活動を指すのかを明確にして、本著

書のなかにアクティブ・ラーニング、学生関与、学生

従事の定義に含まれない活動や概念があるかどうかを

検討したい。最後に、学生FDスタッフの定義を見直

し、ピア・サポーターとの違いを明らかにすることを

試みる。

2 他の用語との比較検証

2.1「学生参画型FD（学生FD活動）」の事例

の抽出

本節では最初に木野茂の著書に含まれる学生参画型

FD（学生FD活動）の事例を抽出し、どのような活動

が紹介されているかを検証する（表１）。用いる著書

は木野茂編著（2012）『大学を変える、学生が変える－

学生FDガイドブック』ナカニシヤ出版である。事例

は木野の自主講座や大阪市立大学、立命館大学におけ

る双方向授業のものと、立命館大学、岡山大学、法政

大学社会学部、大阪大学共通教育、追手門学院大学、

京都文教大学、愛知教育大学の学生FDスタッフの活

動である。

管見するところ学生参画型FD（学生FD活動）とし

て取り上げられている活動内容は多岐に渡り、かつア

クティブ・ラーニングやピア・サポート・プログラム

など多様な要素を含んでいるように見える。個々の活

動と既存の用語との対比や関連性の検証は2.5節に詳

述する。

表１ 『大学を変える、学生が変える』に含まれる

学生参画型FD（学生FD活動）の事例
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章・節（著者） 活動内容の概要

第一章（木野茂） ・自主講座
・双方向授業（①シラバスの作成、②
授業アンケートの実施、③学生教員間、
学生間の質疑応答と意見交換の実施、
④オフィスアワーの実施、⑤ティーチ
ング・ポートフォリオの作成）

第二章（木野茂）
立命館大学の事例

・学生とともに作る授業（自主講座、
双方向授業）
・グループ研究を中心の学生主体型授業

第三章（木野茂）
立命館大学の「学
生FDスタッフ」：
教育開発推進機構
の公認組織

・ピア・エデュケーション・学生FD
スタッフ（①学生FDスタッフが紹介
する授業実践集の編集・刊行、②「しゃ
べり場」の企画・実施、③学生FDサ
ミットの開催）

第四章（木野茂）
立命館大学および
他大学の事例

・学生FDサミット
・学生FD活動（①「しゃべり場」、②
学生視点で授業をよくする取り組み、
③学生同士の学習支援活動、④学生生
活を充実させるための活動、⑤学生
FDの周知度を高めるための広報活動）

第五章
岡山大学の「学生・
教職員教育改善専
門委員会」：教育
開発センターFD
部門の公式委員会

①授業改善WG－授業アンケートやシ
ラバスの改善、学生発案型授業の創作
②システム改善WG－桃太郎フォーラ
ムの開催
③学生交流WG－教育改善学生交流
i*Seeの開催

第六章
法政大学社会学部
の「社学fes運営
委員会」：イベン
トごとのテンポラ
リー・スタッフ

①ゼミ紹介冊子作成、学部研究発表会
の運営等
②受験生向け広報活動
③学生授業アシスタント－大規模授業
アシスタント、学習サポーター

第七章
大阪大学の「パン
キョー革命推進チー
ム」：大学教育実
践センターの公認
組織

①学生・教職員懇談会の実施
②「パンキョー革命提議書」の作成・
刊行）
③新入生ガイダンス「キャンパスライ
フ・デザイン」の開催
④イベント「キャリア・ケーススタディ」
の開催
⑤イベント「しゃべってみない会」の開催
⑥プロジェクト「ワニゼミ」の開催
⑦学生・職員交流イベントの開催
⑧阪大1000人インタビュー
⑨学外交流－学生FDサミットへの参加

第八章
追手門学院大学の
「学生FDスタッフ」：
教育研究所の公認
組織

①教職員と学生の意見交換の場作り
②意欲的な授業を展開する教員への取
材
③「学生FDの輪」の企画・運営
④他大学交流－学生FDサミットへの参加
⑤追大FD合宿
⑥学び論C－入学予定の高校生対象の
大学入門授業への参加
⑦授業に関する「全学アンケート調査」
の実施
⑧「学生発案型授業」実現に向けた取
り組み
⑨BestTeacherAwardの実施
⑩「追大教員図鑑」の刊行

第九章
京都文教大学の
「FSDproject」：
公認組織

①「しゃべり場」の開催
②大学紹介冊子「BunkyoMenu」の
作成
③FSDマガジンの作成
④他大学交流－学生FDサミットへの参加
⑤「国際交流しゃべり場」の開催
⑥教員・学生・職員による必修科目
「京都文教入門」の実施



2.2 アクティブ・ラーニングとの比較

アクティブ・ラーニングの定義は、学士課程答申の

用語解説から述べると「伝統的な教員による一方向的

な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習

への参加を取り入れた教授・学習法の総称」とされる。

そもそもの日本語訳は「能動的学習」であり、そのな

かには広く発見学習、問題解決学習、経験学習、調査

学習などが含まれるが、教室内でのグループ・ディス

カッション、ディベート、グループ・ワークなどを行

うことでも取り入れられると言われ、かなり曖昧な表

現で説明されている。

三浦（2010）は、国内外において明快な定義が存在

しないアクティブ・ラーニングについて、学生や生徒

の学習を活発にするための教授戦略が多岐に渡り、学

習のスタイルに関する理論も多数あり、そして実践の

スタイルも多種多様であるという状況を踏まえると、

この用語の説明はこれらを包括する一般的・普遍的な

表現をとらざるを得ないと述べ、実践者自身が個々に

自らの授業の実態、あるいは実践したい授業のあり方

に沿うようにアクティブ・ラーニングを定義するしか

ないと結論づけている８）。ちなみに三浦自身の定義は

「アクティブ・ラーニングとは、授業者からの一方的

な知識の伝達によって引き起こされる受動的な学習に

対峙する状態あるいは行為である。それが学習者の能

動的な学習を教育目標として取り込んだ授業形態や、

そのような授業を実現するための教授法・授業デザイ

ンなどの戦略・方略を意味するものとして用いられる

こともある。具体的には、例えば他の学生との対話や

協同作業、あるいは個々の省察を経るなど、知識を獲

得するための知的プロセスを体験することによって、

自らの経験と実生活とに関連性の深い知識を創造し、

構築するための営みのことである」と、やはり包括的

な表現を選択している。

同様に溝上（2007）は、アクティブ・ラーニング

導入の実践的課題を検討するために、データベース

CiNII（国立情報学研究所）に所蔵されるアクティブ・

ラーニングの実践を収集しようとしたが、アクティブ・

ラーニングの定義が包括的であるため一括検索が難し

く、「論文タイトル」のなかに「大学」「教育」、ある

いは「大学」「授業」もしくは「大学」「カリキュラム」

の見られる論文を第一次抽出したうえで、そのタイト

ル内容や本文内容に目を通して判断せざるを得なかっ

たと述べている。溝上が最終的に抽出した実践は講義

型授業におけるものと演習型授業におけるものとに分

けられたが、その学習プロセスと学習の質を高める工

夫（表２、表３）は多岐に渡っている９）。

表２ 講義型授業におけるアクティブ・ラーニング

で検討されていること（溝上、2007）

表３ 演習型授業におけるアクティブ・ラーニング

で検討されていること（溝上、2007）

このようにアクティブ・ラーニングの定義は包括的

で一般的であり、用いられる学習プロセスや学習の質

を高める工夫は多岐に渡るが、その学習成果に関して

はほぼ共通に認識されている。それを端的に表すのが、

アメリカのナショナル・トレーニング・ラボラトリー

が示す「学習ピラミッド」で、アクティブ・ラーニン

グと呼ばれる「グループ・ディスカッション」や「実

践・実習」「学生同士の教え合い」においてそれぞれ
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章・節（著者） 活動内容の概要

第十章
愛知教育大学の
「愛教大CoNandE
委員会」：大学教
育・教員養成開発
センターFD部門
の公認組織

①学生FDサミットへの参加
②「あいこね」ロゴ作成
③「学生の声を聴くFDとは」主催
④愛知教育大学広報冊子「Campus
Now!」寄稿
⑤学長との昼食懇談会参加
⑥「学生FDひろば」参加
⑦活動報告冊子制作
⑧春サミット用ガイダンス用ムービー制作
⑨新入生、高校生ガイダンス参加
⑩「授業改善ワークショップ」主催
⑪新任教員FD参加
⑫大学教育学会RT参加
⑬しゃべり場 「CampusTalk」の共催

学習プロセス

学習の質を高める工夫

他者の視点
強化

授業外サポート
カリキュラム・
サポート

コメント・質
問を書かせる
／リフレクショ
ン／ディベー
ト／レスポン
ス・アナライ
ザーで理解度
を示す／身近
な現象を観察
させる

教員のコメン
トがフィード
バックされる
／他の学生の
コメントや質
問を見られる
ようにする

オンライン上
でリフレクショ
ンを可視化・
蓄積／自学自
習 型 e-
learningシス
テム

病院実習・アー
リー・エクス
ポージャ（医
学）／分解実
習（工学）

学習
プロセス

学習の質を高める工夫

高次の
学習法

他者の
視点強化

授業外
サポート

カリキュラム･
サポート

情報収集
／インタビ
ュー・質問

紙調査・
実験／製
作／野外
観察／グ
ループ・
ディスカッ
ション／グ
ループ学
習／プレゼ
ンテーショ
ン／教員・
他の学生と
の質疑応
答

問題発見・
発想法／
思考の整

理法／要
約の仕方
／論・ス
トーリー
構成の方
法／ジグ
ソ ー 法
（教育学）

授業外で
の学生同
士の議論

を可能に
すべく、
電子掲示
板、 ブロ
グなどの
電子メディ
ア・シス
テムを導
入／伝え
る相手を
意識した
シミュレー
ション

電子掲示
板、 ブロ
グなどの

電子メディ
ア・シス
テムを導
入／学習
支援セン
ター組織
（工学）／
図書館、
自習室、
実験室な
どの24時
間開放

初年次科
目と高学
年 PBLと

の 接 続
（歯学）／
他の専門
科目と連
携したカ
リキュラ
ム再編成
（理科教育）



平均学習定着率が50％、75％、90％と格段に改善する

ことが示されている10）。あるいはメル・シルバーマン

（1996）は「アクティブ・ラーニングのモットー」の

なかで「（聴いて見て）議論して実践したことは知識

と技能になり、他人に教えたことには習熟する」と述

べ、アクティブ・ラーニングの神髄を表現している11）。

いずれにしても、アクティブ・ラーニングが重視さ

れるようになったのは、知識が高度化し複雑化し流動

化するポスト産業社会にあって、学校教育が効率的な

知識の伝授から「高度の複合的な知識」、「創造的思考」、

「問題解決能力」や「コミュニケーション能力」、「多

様な人々と共生する個性」、「生涯にわたって学び続け

る能力」の育成に移行したこと（佐藤学、2004）12）を

受けて、その学びの「量」から「質」への転換にふさ

わしい学習方法が希求されたからである。そしてこの

転換は言うまでもなく、「教員が何を教えるか」から

「学生が何を学ぶか」への転換、すなわち「教育」と

「学習」のパラダイム・シフト13）と呼ばれるものである。

これまで見てきたように中教審答申で推奨され、昨

今多くの大学で実践が始められた学生参画型FD（学

生FD活動）のうち、自主講座や双方向授業に関する

ものはまさにアクティブ・ラーニングに包摂される取

り組みと言えそうである。そしてこれらの実践は大学

教育においてはまだ数少ないものの、教育方法学の分

野においてはことさら目新しいものではないと言える。

ただし、学習ピラミッドやシルバーマンが指摘する

「教え合い」という活動は、授業に参加する学生同士

が教え合うという意味のみならず、ピア・サポート・

プログラムにおいてピア・サポーターが関与する活動

としても重要であり、アクティブ・ラーニングとピア・

サポート・プログラムの重複する部分概念となってい

ることも指摘できる。さらにピア（peer）という言葉

を含む用語をOPACなどの蔵書検索を用いて調べると、

ピア・サポート・プログラムに関するものが多数発見

されるなかで、ハーバード大学のエリック・マズール

（1997）の、初修物理学における学生同士の議論を組

み込んだアクティブ・ラーニングの授業「ピア・イン

ストラクション（peerinstruction）」14）なども検索さ

れることから、ピア・サポート・プログラムとアクティ

ブ・ラーニングの使用法が混乱する一因になっている

のではないだろうか。

2.3「学生関与」、「学生従事」との比較

「学生参画型FD（学生FD活動）」という用語を検

証していくと、さらにやっかいな課題に直面する。そ

れは高等教育研究者の間に広く知られている「学生関

与（studentinvolvement）」と「学生従事（student

engagement）」という用語との関係である。

学生関与は、アレキサンダー・アスティン（1984）

が打ち出した概念で「学生が大学での経験に投与した

身体的、精神的なエネルギーの質と量」を指し、「そ

のような関与は研究に没頭したり、課外活動に参加し

たり，教員や他の職員と交流したりするなどのさまざ

まな形態を有する」とされる。また、「学生の大学に

おける関与が大きくなればなるほど学生の学習と個人

的な発達の量も大きくなる」と述べている15）。このよ

うに学生関与が大きい学生はそうでない学生に比べて、

大学教育への満足度や卒業後継続して学習していく力

も高いと考えられている。

一方、学生従事は、ジョージ・クー（2003）がアス

ティンの学生関与の概念を受け継ぎながらも、より学

生の学習と成長に関連する教育活動に特化した大学生

調査（CollegeStudentSurvey）に基づき、教授・

学習過程を改善するために用い始めた用語であると言

われる。具体的にはチッカリングとガムソン（1987）

がまとめた「優れた授業実践における７つの原則16）」

に沿って開発されたNSSE（theNationalSurveyof

StudentEngagement）17）と呼ばれる大学生調査を用

いて学生の学習と成長を把握し、大学の教学改善に資

することを目的とした。

「優れた授業実践における７つの原則」（以降、「７

つの原則」）では、「②学生間で協力する機会を増やす」

として『授業の予習や試験勉強をクラスメイトと一緒

に行うことをすすめる』や『学生間で完成した課題の

良かった点を指摘させあう』『学生間でそれぞれの課

題の批判、添削、評価を行わせる』『授業時間の内外

で共同で行う課題を出す』『チューター・センターや

ピア・サポーターを訪問・活用させる』『学生が提出

したレポートや成果物をクラスの学生で共有する』

『試験前や課題提出前にはグループで勉強するように

呼びかける』などきめ細かな留意点が述べられている

ほか、「③能動的に学習させる手法を使う」には 『学

んだことを他の学生に教えさせる』『授業のなかでシ

ミュレーションやロールプレイの方法を使う』『授業

の内容に応じたフィールドワーク、ボランティア活動、

インターンシップなどを紹介する』『学生と共同で研

究プロジェクトをすすめる』『実験・臨床の機会を増

やす』『数人のグループで問題解決活動を行い、授業

ではグループ間で議論させる』『他の学生の課題に対

して批判的にコメントさせる』など、中教審や三浦の

アクティブ・ラーニングの定義に含まれ、溝上の調査

したアクティブ・ラーニングの学習プロセスに紹介さ

れた授業実践手法が随所に指摘されている。

つまり学生従事という概念は、それらの授業実践の

うえに築かれる、学生の学習や成長が促進される大学

教学の望ましい枠組みを意味すると考えることができ、
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その意味では学生FDスタッフが行っている活動のす

べてが学生従事の概念のなかに包摂されていると見て

差し支えないだろう。また、７つの原則に基づく授業

方法や教育環境を、NSSEとそれをさらに授業単位に

落とし込んだCLASSE（Classroom Survey for

StudentEngagement）を通して学生に点検させる

発想そのものが、学生FDスタッフの行う活動と同じ

基盤を有していると考えることもできる。たとえば

「しゃべり場」や学生視点で授業をよくする取組など

は、まさに学生従事の理念に基づき、学生が主体的に

教育改善に従事する活動と言えよう。しかしながら、

これらがFDの文脈で語ることができるかは、後節で

検討したい。

2.4 ピア・サポート・プログラムとの比較

ピア・サポート・プログラムとは、当該分野の第一

人者であるレイ・カー（1981）によると、学生・生徒

たちに他の人を思いやることを学ばせ、その思いやり

を実践させる方法の一つであり、自らも学生・生徒で

あるピア・サポーターが、きちんとしたスーパービジョ

ンのもとで仲間の学生・生徒を援助する取り組みだと

されている18）。おおむね国内外の大学では、報償のあ

るなしに関わらず、同じ学生（peer）同士が専門性を

持つ教職員の指導（supervision）のもと、仲間同士

で援助し、学び合う制度（プログラム）と理解されて

いる。その背景には学生数が激増し、多様化が進む高

等教育において「仲間（peer）」の影響力を利用して

学生の適応を促進する意図があった（トレバー・コー

ル、2003）19）とされる。

しかしながら、ピア・サポートやピア・サポーター

（peersupporter）という用語も国内外で一般名詞と

して定着しているとは言い難い。先述のレイ・カー

（1993）によると、1993年時点でカナダ・ナショナル・

ピア・ネットワーク （Canadian NationalPeer

Network）に所属する1,200人の活動家の38％以上が

ピア・ヘルパー（peerhelper）という用語を用い、35

％がピア・カウンセラー（peercounselor）、12％が

ピア・サポート・ワーカー（peersupportworker）、

２％がピア・ファシリテーター（peerfacilitator）

を用いていたと報告している20）。国内においてもピア・

サポーターという用語が主流とはいえ、ピア・メンター

（peermentor）やピア・カウンセラーなども用いら

れ、その活動名もピア・サポート、ピア・メンタリン

グ、ピア・カウンセリング、ピア・ファシリテーショ

ン、ピア・エデュケーション（peereducation）など

さまざまである。

アメリカではピア・サポート・プログラムとして

1960年代より大学の初年次教育に導入され、上級生が

一年生を指導するピア・リーダーシップ・プログラム

（peerleadershipprogram）（山田、2005）21）や、ア

カデミック・サポート・センターなどで学生のライティ

ング支援に従事するピア・テューター（peertutor）

の制度（薄井、2013）22）などが有名である。また国内

においては、2000年に文部科学省から報告された「大

学における学生生活の充実方策について－学生の立場

に立った大学づくりを目指して－」（以降、「廣中レポー

ト」）以降、多くの大学で通称ピア・サポーターがさ

まざまな業務で活動することとなった。

本節では国内でもっともピア・サポート・プログラ

ムが盛んな大学の一つである立命館大学の事例をもと

に、ピア・サポーターの位置づけを見てみることにす

る（図１）23）。

図１において「オリター・エンター」「TISA（Tutors

forInternationalStudentsAssembly）」「ジュニア・

アドバイザー」「ES（EducationalSupporter）」「ラ

イブラリィ・スタッフ」「レインボー・スタッフ」「学

生広報スタッフ」はそれぞれ新入生支援、留学生支援、

学習支援、図書館利用支援、情報システム利用支援、

広報支援を担当する立命館大学のピア・サポーターの

名称である。現在、立命館大学のピア・サポーターは

21種類、総勢3,000名を超える陣容を誇っており24）、

その一覧は名称こそ異なれ、あたかも日本の各大学に

おけるピア・サポート・プログラムの俯瞰図と言って

いいだろう。そして注目すべきはその位置づけで、ピ

ア・サポーターは「業務的」で「対等的・同等的」の

第四象限に含まれる活動に従事していることが分かる。

つまり、ピア・サポート・プログラムは、教職員から

の指導・助言（supervision）を受けながら特定の業

務に従事する活動であり、自主的・自発的なボランティ

ア組織や学生自治会の活動とは一線を画すとともに、

高い専門性を持ち、 自ら授業を担当できるGSI

（GraduateStudentInstructor）25）などの大学院生や

ポスドクの授業支援活動とも異なるのである。その意

味では北九州市立大学のように学生自治会が含まれて

いたり、岡山理科大学のようにサークル活動が含まれ

ていたりする学生FDスタッフは、ピア・サポーター

とは異なる位置づけにあると考えることができる。ま

た木野によると、「学生FD（スタッフ）は学生自らの

意思と主体性のもとにすすめられることが基本であり、

大学のFD企画への動員や大学のFD活動の下請けであっ

てはならず、また大学や教職員側から方針が与えられ

るのではなく、あくまで学生の視点からの活動である

ことを保障しなければならない」26）と述べているが、

この提起は岡山大学の事例に若干の矛盾をはらみなが

らも、学生FDスタッフは図１において第三象限に位

置すべきものだと述べていることに他ならない。その
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意味において、学生参画型FD（学生FD活動）として

行われている法政大学社会学部の受験生向け広報活動

や学生授業アシスタント、あるいは大阪大学の新入生

ガイダンスやイベント「キャリア・ケーススタディ」

は明らかに学生の主体的な活動だけでは成立し得ず、

教職員側からの方針に沿って行われるピア・サポート・

プログラムだと言って差し支えないであろう。

しかしながら立命館大学のピア・サポート・プログ

ラムには、学生FDスタッフの活動と見間違う特色も

見られる。ESを始め立命館大学のすべてのピア・サ

ポート・プログラムには３点の特色があるとされ、一

点目は支援する対象へのサービスの充実であり、二点

目はピア・サポーター自身の学びの深化と成長、三点

目は業務を通じての教育改善への貢献が挙げられてい

る。この三点目の特色は、業務であり、教職員の指導

助言が必須という条件を除けば学生参画型FD（学生

FD活動）に近い活動であると言える。すなわち仲間

に対する各種支援活動を通して、所属する担当部署の

（教職員の）活動や業務、授業に対して学生視線から

の改善策を提言することは、紛れもなくFDやSD活動

であろうし、学生FD活動と称することに違和感はな

い。しかし、現実的にはこれは一点目の支援する対象

へのサービスの充実に付随する副次的な効果であり、

ピア・サポート・プログラムの特色全体のほんの一部

分に過ぎない。

2.5「学生参画型FD（学生FD活動）」の事例

の分類

前節までの用語の検証を受けて、再度木野の『大学

を変える、学生が変える』に含まれる事例について、

他の用語と言い換えが可能かどうかを検討する。つま

り他の用語の概念で説明した方がより適切な活動は、

学生参画型FD（学生FD活動）の範疇から外すことに

よって、学生FDスタッフの定義を明確にすることを

試みるわけである。

なお、学生関与、学生従事については、表１のすべ

ての活動についてその概念に包摂されていることはす

でに見たとおりである。したがってここではアクティ

ブ・ラーニングとピア・サポート・プログラムについ

て検証をすすめる。

本著書には７つの大学の事例が含まれているが、そ

れぞれ固有の名称を持ち、その活動内容も千差万別で

ある。しかしその多くが、これまでの議論で見た学生

関与、学生従事の思想に裏付けられたアクティブ・ラー

ニングの事例と、その一形態でありかつもっとも高度

な学習プロセスである、仲間に対する支援を行うピア・

サポート・プログラムに分類されることが分かる（表

４）。より積極的に言えば、学生参画型FD（学生FD

活動）に含まれる活動の多くは、FD活動の文脈で語

られるものではなく、たとえそれが結果的に「教育」

と「学習」のパラダイム・シフトを促進したり、大学

教育を改善・改革することにつながったとしても、ア

クティブ・ラーニングもしくはピア・サポート・プロ

グラムの範疇に入れるべきものではなかろうか。なぜ

ならば、自主講座や双方向授業への学生の参画は、紛

れもなく学生が能動的学習を行っているのであり、決

して教員の授業を改善するためのFD活動に従事して

いるのではないからである。また同様に学生が他の学

生や受験生を支援するのは、あくまでも自らと仲間の

学びを促進するためであり、決して授業を改革するた
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図１ ピア・サポーターの位置づけ



めのFD活動を行っているわけではない。

ただし、いくつかの事例（アンダーラインの引いて

ある事例）については、まさにFD活動と呼ぶにふさ

わしい学生参画型FD（学生FD活動）特有の事例であ

る可能性が高く、既存の用語で言い換えができない活

動である。これについては次章でその定義を明確にし、

三点目の特色を除くピア・サポート・プログラムとの

棲み分けを考えたい。
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第七章
大阪大学の「パ
ンキョー革命推
進チーム」

・パンキョー革命の活動
（①学生・教職員懇談会
の実施、②「パンキョー
革命提議書」の作成・刊
行）、③新入生ガイダン
ス「キャンパスライフ・
デザイン」の開催、④イ
ベント「キャリア・ケー
ススタディ」の開催、⑤
イベント「しゃべってみ
ない会」の開催、⑥プロ
ジェクト「ワニゼミ」の
開催、⑦学生・職員交流
イベントの開催、⑧阪大
1000人インタビュー、⑨
学外交流－学生FDサミッ
トへの参加）

・③④はピア・
サポート・プ
ログラム

第八章
追手門学院大学
の「学生FDス
タッフ」

・学生FD活動（①教職
員と学生の意見交換の場
作り、②意欲的な授業を
展開する教員への取材、
③「学生FDの輪」の企
画・運営、④他大学交流－
学生FDサミットへの参
加、⑤追大FD合宿、⑥
学び論C－入学予定の高
校生対象の大学入門授業
への参加、⑦授業に関す
る「全学アンケート調査」
の実施、⑧「学生発案型
授業」実現に向けた取り
組み、⑨BestTeacher
Awardの実施、⑩「追
大教員図鑑」の刊行）

・⑥はピア・
サポート・プ
ログラム章・節（著者） 活動内容の概要

言い換え可能
な既存の用語

第一章（木野茂） ・自主講座・双方向授業
（①シラバスの作成、②
授業アンケートの実施、
③学生教員間、学生間の
質疑応答と意見交換の実
施、④オフィスアワーの
実施、⑤ティーチング・
ポートフォリオの作成）

・アクティブ・
ラーニング
・①～⑤はミ
クロレベルの
FDの要素

第二章（木野茂）
立命館大学の事
例

・学生とともに作る授業
（自主講座、双方向授業）
・グループ研究中心の学
生主体型授業

・アクティブ・
ラーニング

第三章（木野茂）
立命館大学の
「学生FDスタッ
フ」

・ピア・エデュケーション
・学生FDスタッフ（①
学生FDスタッフが紹介
する授業実践集の編集・
刊行、②「しゃべり場」
の企画・実施、③学生
FDサミットの開催）

・ピア・サポー
ト・プログラ
ム

第九章
京都文教大学の
「FSDproject」

・ FSDprojectの 活 動
（①「しゃべり場」の開
催、②大学紹介冊子「B
unkyoMenu」の作成、
③FSDマガジンの作成、
④他大学交流－学生FD
サミットへの参加、⑤
「国際交流しゃべり場」
の開催、⑥教員・学生・
職員による必修科目「京
都文教入門」の実施）

・②はピア・
サポート・プ
ログラム、⑤
は留学をすす
めるためのピ
ア・サポート・
プログラム、
⑥も授業支援
に係るピア・
サポート・プ
ログラム

第四章（木野茂）
立命館大学およ
び他大学の事例

・学生FDサミット
・学生FD活動（①「しゃ
べり場」、②学生視点で
授業をよくする取り組み、
③学生同士の学習支援活
動、④学生生活を充実さ
せるための活動、⑤学生
FDの周知度を高めるた
めの広報活動）

・③④はピア・
サポート・プ
ログラム

第十章
愛知教育大学
の「愛教大Co
NandE委員会」

・学生FD「あいこね」
の活動（①学生FDサミッ
トへの参加、②「あいこ
ね」ロゴ作成、③「学生
の声を聴くFDとは」主
催、④愛知教育大学広報
冊子「CampusNow!」
寄稿、⑤学長との昼食懇
談会参加、⑥「学生FD
ひろば」参加、⑦活動報
告冊子制作、⑧春サミッ
ト用ガイダンス用ムービー
制作、⑨新入生、高校生
ガイダンス参加、⑩「授
業改善ワークショップ」
主催、⑪新任教員FD参
加、⑫大学教育学会RT
参加、 ⑬しゃべり場
「CampusTalk」の共催

・④⑨はピア・
サポート・プ
ログラム

第五章
岡山大学の「学
生・教職員教育
改善専門委員会」

・学生・教職員教育改善
専門委員会の活動（①授
業改善WG－授業アンケー
トやシラバスの改善、学
生発案型授業の創作、②
システム改善WG－桃太
郎フォーラムの開催、③
学生交流WG－教育改善
学生交流i*Seeの開催）

第六章
法政大学社会学
部の「社学fes
運営委員会」

・学生参加型FD／学生
FD活動（①社学fes－ゼ
ミ紹介冊子作成、学部研
究発表会の運営等、②受
験生向け広報活動、③学
生授業アシスタント－大
規模授業アシスタント、
学習サポーター）

・①はゼミ活
動、②③はピ
ア・サポート・
プログラム

表４ 『大学を変える、学生が変える』に含まれる

学生参画型FDの事例

（※アンダーラインは言い換えができない事例）



3 学生FDスタッフの定義と「学生参画型FD

（学生FD活動）」の位置づけ

第２章で見たように、通称学生FDスタッフが行う

学生参画型FD（学生FD活動）の多くがアクティブ・

ラーニングとピア・サポート・プログラムに分類され

ることが分かった。これらの活動は前節に見たとおり

学生参画型FD（学生FD活動）と称することは難しい。

しかしながら間違いなく学生FD活動であるにもかか

わらず、学生FDスタッフの位置づけに対する木野の

主張（学生の「主体性」）に矛盾を来す岡山大学の学

生・教職員教育改善専門委員会などの学生FDスタッ

フの活動も見られた。これらを総合的にとりまとめた

うえで、表４の下線部に関して学生FDスタッフを定

義することはできないであろうか。以下は、筆者が試

みる学生FDスタッフの定義である。

上記の定義によれば、表４に含まれるアンダーライ

ンの活動のすべてが該当するとともに、北九州市立大

学の学生自治会も岡山大学の学生・教職員教育改善専

門委員会も学生FDスタッフに含まれる。ただその位

置づけは「教職員と協働して」の文言が示すとおり、

木野の指摘した図１の第三象限よりは右寄りに位置し、

ピア・サポート・プログラムまで行かないにしろ、か

なり業務的な要素が含まれることになる。その業務は

いわずもがな大学運営やFD活動、授業改善等に関す

る提案であり、その前提にはその分野における専門的

な知識があることが求められるわけである。

大学運営や授業改善等に関する要望活動を行うもっ

とも伝統的な組織は学生自治会であろう。立命館大学

や創価大学においては学生自治会との間に定期的な懇

談会や全学協議会が持たれ、学生生活や学費のことを

含め、広く教学や大学運営について協議され、合意形

成がなされている。この点については欧州高等教育質

保証協会（ENQA）の『欧州高等教育圏における質

保証の基準とガイドライン』において「学生は質保証

に関わるアクターである」27）と謳われていることから

も、学生、特に学生自治会の関与が大学改革において

も重要な条件になることがうかがえる。しかしながら

完全に学生の自主性、自律性を存立基盤に持つ学生自

治会では、図１の第三象限に位置づけることは可能だ

が、「教職員と協働して」活動することを期待するこ

とはできない。そのため、学生FDスタッフとして行

われる学生参画型FD（学生FD活動）は、学生自治会

ぐるみの活動ではなく、その一部のワーキング・グルー

プもしくは有志の活動に絞るべきであろう。この点は

立命館大学の「オリター」や「エンター」と呼ばれる

ピア・サポーターが、学生自治会の活動の一環として

行われているため完全にピア・サポーターと呼びきれ

ないのと同様である。しかしながら「オリター」や

「エンター」は、学生自治会組織の一部である「オリ

ター団」に所属し、学生自治活動とは一定切り分けて

学生部を中心とした教職員の指導・助言を受け、基礎

演習をはじめとする新入生支援に携わっている。同様

の手順を踏まえるならば、北九州市立大学の学生FD

活動も、学生自治会活動でありながら教職員と協働し

て学生参画型FD（学生FD活動）に取り組むことが可

能となるのである。

学生FDスタッフに関して次に明確にしておく必要

がある点は学生参画型FD（学生FD活動）とピア・サ

ポート・プログラムの違いである。さきほどの定義に

もとづけば図１において学生FDスタッフとピア・サ

ポーターの位置づけがかなり接近したが、ひとつ決定

的に違う点は、ピア・サポーターが仲間（受験生や大

学を来訪する部外者を含む）を対象とするのに対し、

学生FDスタッフは教職員もしくは大学そのもの（具

体的には大学執行部）を対象とする点である。大学運

営や教学、授業改善を提案する相手が教職員や大学執

行部でなければ学生の意見が反映されないことを考え

ると、これは当然の区分であろう。

最後に、上記の定義に述べた「その分野の専門性を

持って」という文言について補足しておく必要がある。

ここで言うところの「専門性」は、図１の第一象限に

あるような立場が異なる専門性ではなく、学生であり

ながらその分野に関してより深い研鑽を積み、理解力

や提案力を持っているという意味での専門性である。

言うまでもなく学生FDスタッフは、たとえ学生自治

会の一部のメンバーが兼任していたとしても全学の学

生の代表性を持ち得ない。学生FDスタッフがどのよ

うな権限を持って大学執行部や教職員に提案できるか

ということが、学生参画型FD（学生FD活動）を推進

するうえで極めて重要な要素となる。岡山大学の学生・

教職員教育改善専門委員会のように公的に認知された

委員会として活動している学生FDスタッフはごく稀

であるため、彼らの提案を説得力あるものにし、かつ

権限を付与する手段として彼らの「専門性」を敢えて

付け加えたわけである。現在のところほとんどの大学

で学生FDスタッフに対する系統的かつ専門的な訓練

や研修は行われていないが、今後、彼らの活動をより
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学生FDスタッフとは、その分野における専

門性を持ち、教職員と協働して大学運営やFD

活動そのものへの参画や意見の表明等を行う学

生、あるいはそれに伴う学生主体の企画、事業

の実施などに従事する学生。学生自治会に所属

する場合もあれば、ボランティアや大学の正式

な委員会に所属する場合もある。



効果的にし、認知度を上げていくためには十分な専門

性訓練が必要となることは間違いない。それがなけれ

ば、大学教育に興味関心を持つ学生たちのサークル活

動と変わりなく、イベントを行うだけの団体と化して

しまうであろう。いくつかの大学ではすでにそのよう

な陰口をたたかれているところもあると漏れ聞く。大

学や教職員が、学生視線での調査研究を依頼し、その

報告を実際の改革に活かしていきたいと考えるくらい

の専門性が必要なのである。

学生FDスタッフの専門性訓練に関しては、土持

（2010）が報告したアメリカのブリンガム・ヤング大

学（Bringham YoungUniv.）とユタ・バリー大学

（UtahValleyUniv.）で実践されている、訓練を受

けた学生が教員に対して授業のコンサルティングを行

うSCOT（StudentsConsultingOnTeaching）の

取り組み28）と、それに倣って帝京大学が導入し、実施

しているSCOT研修が参考になる（表５）。なお、言

わずもがなSCOTは学生参画型FD（学生FD活動）を

行う学生FDスタッフの範疇に入るであろう。

4 おわりに

これまで長文を労して学生FDスタッフの定義と学

生参画型FD（学生FD活動）の位置づけを検討してき

た。萌芽期を少し過ぎたばかりの学生FDスタッフと

その活動である学生参画型FD（学生FD活動）に関し

てさまざまなバリエーションがあるのは仕方がなく、

まだ標準化するには時期尚早であることは間違いない。

本来ならば全国的な取り組みの動向が自然に収束して

いくことを待つべきであろう。しかしここで敢えて苦

言を呈するように検討を行ったのは、学生FDスタッ

フの先人がそろそろ退陣する時期が近づいていること

と、学外での広がりに反して学内での貢献度が低いこ

とに対する批判の声が一部に高まっているからである。

海外にはほとんど見られない学生参画型FD（学生

FD活動）を、少しでも大学改革や授業改善に実質的

にコミットできるような仕組みに変えることが、これ

ら先人たちの努力に応える道であると信じて、失礼を

顧みず執筆した次第である。

註

１）学生FDサミット 2013夏 配付資料

２）「学生FDスタッフ」を指す一般的な名称は存在し

ないが、本稿では木野茂編著『大学を変える、学

生が変える－学生FDガイドブック』の記述に沿っ

て各大学の学生スタッフを「学生FDスタッフ」

と呼ぶことにする。

３）「学生参画型FD（学生FD活動）」も一般的な用語

ではないが、木野の上記の本で使用されているほ

か、昨今多くの大学現場で用いられているため、

ここではその用語を用いる。

４）答申（2010.12.24）では、「FDを単なる授業改善

のための研修と狭く解するのではなく、我が国の

学士課程教育の改革を目的とした、教員団の職能

開発として幅広く捉えることが適当である。そし

て何より、FDを実質化するには、教員の自主的・

自律的な取組が不可欠である。教員の個人的・集

団的な日常的教育改善の努力を促進・支援し、多

様なアプローチを組織的に進めていく必要がある」

と審議のまとめと若干文言が変わっている。

５）立命館大学では2006年に学生FDスタッフが発足

した。岡山大学では2000年に出された廣中レポー

トを契機に、一足早く2001年に学生・教職員教育

改善専門委員会が発足し、2005年から学生FDに

携わる全国の大学生や教職員の交流を行うi*See

を開催している。他の大学ではおおむね2005年か
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「学生参画型FD（学生FD活動）」の概念整理について

【トレーニングの概要】トレーニングは、「①所属大学に
関すること」「②高等教育に関すること」「③大学授業に関
すること」「④コミュニケーションに関すること」「⑤調査・
研究に関すること」の５つの領域と「インターンシップ
（模擬コンサルティング）」とで構成され、トレーニング期
間は６ヶ月です。

回 テーマ 内 容

１
オリエンテー
ション

・SCOTとは ・トレーニング受講のた
めに ・SCOTポートフォリオの説明

２
高等教育につ
いて知る①

・日本の高等教育制度 ・先輩SCOT
に学ぶ（帝京大学での学び）

３
高等教育につ
いて知る②

・世界と日本の高等教育の動向 ・能
動的な学びとは（アクティブ・ラーニ

ング）

４
大学授業につ
いて知る

・学習者中心のシラバスとは ・観点
別到達目標と授業設計

５
コミュニケー
ション・トレー
ニング①

・情報を読み取り、まとめる力－フォ
トランゲージ－、－授業観察レポート
の書き方－

６
コミュニケー
ション・トレー
ニング②

柔軟に対応する力－アサーション・ト
レーニング－

７

調査・研究発
表、総括

・グループで選択したテーマについて、
調査・研究、発表、意見交換まで学生
主体で行います。また、トレーニング
総括も行います。

【SCOTの認定】トレーニング成果（SCOTポートフォリ
オ、トレーニングでの活動状況等）をもとに高等教育開発
センターが認定します。認定には以下の２種類があります。
①SCOTシニア（正式なSCOTとして、授業コンサルティ
ングを担当します。SCOTトレーニングも支援者として協
力します。）、②SCOTトレーニー（訓練生としてトレーニ
ングに参加します。授業コンサルティング以外のSCOTの
活動にも協力します。活動状況により、随時、SCOTシニ
アに認定されます。）

【SCOTポートフォリオ】トレーニーは、トレーニングの
成果として、SCOTポートフォリオを作成します。SCOT
ポートフォリオとは、トレーニングでの取組や成果につい
て自己省察したものです。

表５ 帝京大学高等教育開発センターにおけるSCOT

トレーニングの概要（井上他、2012）29）
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