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1. ｢基準枠組」は各大学の課題・ニーズにあったFDの実施をサポートします

「新任教員研修のための基準枠組」とは？（概要）

この「新任教員研修のための基準枠組」は、「ＦＤプログラムの構築支援とＦＤｅｒの能力開発に関する研究」（平
成20～22年度、国立教育政策研究所）の一環として、各高等教育機関における新任教員研修の開発を支援する
ことを目的に、研修の全体性を俯瞰するためのツールとして作成されました。

作成は、研究プロジェクトに参加している大学を中心に、すでに実施されている新任教員研修に含まれる共通
要素を抽出し構造化するというプロセスでおこなわれました。

基準枠組のポリシー

基準枠組は、大学教員の教育職能開発について、

1. 大学としての一貫性、公共性を保持し、

2. 各機関の文脈、現場の状況に即して、

3. 各機関の自律性、発展性を尊重し、引き出して支援するためのものです。

通常のモデルプログラム開発による、機関や部局の状況にそぐわない、条件をそろえないと成立しにくい、プロ
グラム実施者のプログラム設計能力が育成されない、などのデメリットを軽減するため、枠組という形式が採用さ
れました。

基準枠組の目的

基準枠組は、大学教員として各機関に着任した際に必要な資質とその開発に対応する研修プログラムに共通す
る観点を示した、新任教員研修の目安です。その目安をどのように用いるかという方針や、観点のどこに重点をお
いて研修プログラムの目標を設定するか、具体的にどのような方法で研修を実施するかなどの計画は、各機関の
目的や状況にあわせてその機関が決定します。

基準枠組は、あくまで研修プログラムを設計する際の参考のツールであり、各機関の自律的な活動を支援する
ことを目的としています。

2. ｢基準枠組」はこのような問題の解決にも役立ちます

○ FDを実践してもその効果がよくわからない

効果がわからないのは、FDの目的が不明確であるためであることが少なくありません。

たとえば、この基準枠組を参考にして、「授業の到達目標に応じた成績評価の指標と基準を設定する」という学
習目標を立て、そのためにはどのようなプログラムが可能であるかを基準枠組を参照しながら決定することがで
きます。基準枠組に記載されている学習目標は行動目標なので、その行動が実現できたかどうかをFDの成果とし
てとらえることができます。

○学問領域や教員の個別性が軽視されているのではないか？

基準枠組は「ツール」であり、その使いようが肝心です。その際には、管理・画一化に陥ることに対してもっとも
注意を払わなければなりません。
たとえば、 「授業の到達目標に応じた成績評価の指標と基準を設定する」というFDの学習目標に対し、「授業

の到達目標を定めにくい」という学問領域・教員が存在する場合、「では、この授業の成績評価では学習の何を判
断するのか（学習成果の何を見たいのか）」を問い、話し合い、その学問領域・教員にあった形の授業づくりをす
すめるきっかけとしてこの基準枠組を活用することができます。

○他校の実践を参照してFDを進めたいが、自校の状況に適合しないためうまく進められない

他校の実践を自校の状況に応じて加工するためには、多くの事例に触れるとともにどのような観点でFDプログ
ラムが構成されているかを知ることが有用です。
たとえば、基準枠組によりFDの観点を知り他校のFDと自校の状況との対比が行うことで、どの事例が自校の状

況に適合するのか、あるいはどの事例のどの部分を自校の状況に応じて修正すればよいのかがわかりやすくな
ります。



3. たとえば、「基準枠組」はこのように活用します

基準枠組を用いることで目標に沿ったFDプログラムの開発が可能になります。所属大学の新任教員FDで習得

してもらいたい学習目標や、それを達成するための学習活動を基準枠組を参照して選定し、プログラムの内容を
構成していきます。 （次頁の表「新任教員研修のための基準枠組」参照）

例1） 大学の特徴について知ってもらうためのFDを開発する

(1) 基準枠組の「学習の領域」「学習目標」を参照しながら、新任教員FDの目標を決定する。

例） 「1－1 大学に関する基礎知識を得る。」 「1－1－1 所属する大学組織について理解する。」

「1－1－2 所属する大学の教育システムについて理解する。」

「1－1－3 各種のガイドラインについて理解する。」

(2) 基準枠組の「学習方法・機会提供の例」を参照しながら、選んだ目標に適した学習方法やプログラム内容を検
討する。

例） 13時―17時の講義形式（各内容で10～30分）

内容 「本学の教育理念」 「組織および運営体制の概要」 「本学の教育システムについて」

「ハラスメント対策について」など

(3) (1)と(2)を考慮に入れながら、時間配分、プログラムの流れ、担当者を検討する。

(10分) 挨拶（担当者：FD委員長）

(20分) 講義「本学の教育理念」 ＜学習目標1‐1‐1＞（担当者：学長）

(20分) 講義「組織および運営体制の概要」 ＜学習目標1‐1‐1＞（担当者：教育担当副学長）

(20分)  講義「本学の教育システムについて」 ＜学習目標1‐1‐2＞（担当者：教務委員長）

(40分) 講義「ハラスメント対策について」 ＜学習目標1‐1‐3＞（担当：学生支援カウンセラー）

例2） 授業の基本的なスキルを高めてもらうためのFDを開発する

(1) 新任教員FDの目標を決定する。

例） 「2－2 授業デザインのためのスキルを習得する。」（2‐2‐1から2‐2‐5まで）

「3－1－2 自らの授業実践について論理的な説明をする。」

(2) (1)の目標に適したFDの内容および学習方法を検討する。

例） 約4時間のワークショップ形式

内容 「講義＆ワーク：授業科目の設計法」 「ワーク：授業の目的・到達目標の書き方」

「ワーク：マイクロティーチング（短時間の授業実践）」など

(3) 時間配分、プログラムの流れ、担当者を検討する。

例） (45分) 講義「授業科目の設計法」 ＜学習目標2‐2＞ （担当：外部講師）

(30分) ワーク「授業の目的・到達目標の書き方」 ＜学習目標2‐2‐1，2‐2‐2＞ （担当：外部講師）

(45分) ワーク「授業科目の設計」 ＜学習目標2‐2＞ （担当：外部講師、FD委員）

(120分) ワーク「マイクロティーチング」 ＜学習目標3‐1‐2＞ （担当：外部講師、FD委員）

現場の声：基準枠組を用いた新任教員FDプログラム作成ワークショップでは、参加者から
次のような声が寄せられています。

「自校のFDに大変有効だと感じました」

「FD担当者としての意識が高まりました」

「この基準枠組をフレームとして持ちながら、より教員の満足感を得られるようなFDのプログラム構築を

検討していきたいと思います」

「自分自身の授業改善にも有意義でした」
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学習の領域 学習目標の例 学習方法、機会提供の例（個人学習を除く）

１．大学コミュニティ
についての理解

1－1 大学に関する基礎知識を得る。
1－1－1 所属する大学組織について理解する。
1－1－2 所属する大学の教育システムについて理解する。
1－1－3 各種のガイドラインについて理解する。
1－1－4 高等教育全体について理解する。

1－2 同僚とのコミュニケーションをとる。
1－2－1 研修参加の新任教員同士が感情の共有、情報交換を行う。
1－2－2 コミュニティ形成の基礎を習得する。

＜設定時間＞
10分～30分、60分～90分、3時間～5時間、合宿型（2日～3日）など

＜形態＞
◆講義

・学校の歴史、建学の精神、教育目標など
●ワークショップ

・新任教員同士が顔と名前を覚える機会をつくる。
・参加者の状況、ニーズ（不安、心配、期待）をお互いに知り、感情
の共有、情報交換する機会をつくる。
・教員のサポート・ネットワークの構築（悩みの共有と話し合い、問題
解決の機会をつくる）
・授業を行う上での不安点を同僚と共有（コミュニティ・ビルディング、
FDニーズ把握）

■キャンパスツアー

２．授業のデザイン
（目標設定、実施計
画、成績評価）

2－1 授業デザインのための基礎知識を習得する。

2－2 授業デザインのためのスキルを習得する。
2－2－1 授業の目的を設定する。
2－2－2 授業の到達目標を設定する。
2－2－3 目的、到達目標に合わせた半期あるいは通年の授業計画を立てる。
2－2－4 到達目標を明確にした1回の授業計画を立てる。
2－2－5 到達目標に応じた成績評価の指標と基準を設定する。

＜設定時間＞
10分～30分、60分～90分、3時間～5時間、合宿型（2日～3日）など

＜形態＞
◆講義

・基礎知識の習得
●ワークショップ

・模擬シラバスの作成、実際のシラバスの作成

３．教育の実践 3－1 教育実践に関する基礎知識を習得する。
3－1－1 学生の学習についての基礎知識、学生の学習を促す授業方法についての基礎

知識をもつ。
3－1－2 自らの授業実践について論理的な説明をする。

3－2 学習者中心の授業および学習支援を実現し、学生の学習を促進する。
3－2－1 学生の学習を促す授業の準備、授業運営を行う。
3－2－2 聞き手に配慮した明確なプレゼンテーションを行う。

3－3 学生と適切なコミュニケーションをとる。
3－3－1 適切なコミュニケーションの基礎知識を持つ。
3－3－2 教室内外で、個人的および集団的に、学生と適切に接する。
3－3－3 学生に対して公平に接する。

＜設定時間＞
10分～30分、60分～90分、3時間～5時間、合宿型（2日～3日）など

＜形態＞
◆講義

・基礎知識の習得
●ワークショップ

・模擬授業
・マイクロティーチング（15分授業＋10分の意見交換）
・模擬授業等への学生役での参加による多様な授業方法の体験

★授業参観
・公開授業
・授業検討会（授業の省察と修正）

４．成績の評価、
フィードバック

4－1 教育の評価やフィードバックについての基礎知識を得る。
4－1－1 成績評価の意義と目的を理解する。
4－1－2 評価の構造と機能を理解する。
4－1－3 評価の方法と特徴について理解する。
4－1－4 評価自体の評価について理解する。

4－2 適切な成績評価およびフィードバックを行う。
4－2－1 学内の成績評価の方針・システム、成績評価に求められる社会的意義をふまえ

た評価設計を行う。
4－2－2 評価の規準と基準、診断的評価・形成的評価・総括的評価の活用、成績評価の

フィードバック等を学習目標と照らし合わせて適切にデザインする。

＜設定時間＞
10分～30分、60分～90分、3時間～5時間、合宿型（2日～3日）など

＜形態＞
◆講義

・基礎知識の習得
●ワークショップ

・模擬授業における授業の成績評価の体験
★授業参観

・授業検討会における成績評価方法、フィードバック方法の検討

５．教育活動の自己
改善・キャリア開発、
教育開発

5－1 自己改善・キャリア開発や教育開発に関する基礎知識を習得する。
5－1－1 ＦＤの概念とその定義についての基礎知識をもつ。
5－1－2 ＦＤのシステムや制度的基盤（法制的根拠、学内体制など）についての概括的

知識をもつ。
5－1－3 教員のキャリア開発・自己改善とＦＤとの関連についての基礎知識をもつ。
5－1－4 学内外において利用できる研修機会の概要を知る。

5－2 自己改善・キャリア開発や教育開発のためのスキルを習得する。
5－2－1 学生の実態、社会の状況、自らの教育活動を統合的に考えてみる。
5－2－2 ＦＤの効果について意識的に振り返り、今後に生かす。
5－2－3 ＦＤプログラムへの参加を、自らのキャリア開発の中に位置づける。
5－2－4 学内外における研修機会に関する情報を積極的に収集する。

＜設定時間＞
10分～30分、60分～90分、3時間～5時間、合宿型（2日～3日）など

＜形態＞
◆講義

・基礎知識の習得
●ワークショップ

・ポートフォリオの作成
・模擬授業検討会
・いい授業（面白い授業）、面白くない授業の要素の共有化（小集
団によるブレーンストーミング、カテゴライズ。その後のシェア）

★授業参観
・先輩教員の授業参観と検討会（lunch meeting）
・改良版授業案の作成（気づきを具体化）→PDCAサイクル。
・授業場面の録画とビデオによる振り返り

▼FD情報の広報・共有化
・FD担当者、組織との接触、情報交換
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