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取 組 の 概 要 

 

本事業全体の目的は、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化に対応する大学教育の質保証及び多

様なﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを有する学生の受け入れを前提とした教職員の教育

力・学生支援力を高め、本学のﾐｯｼｮﾝであるｱｼﾞｱ太平洋の未来創造に貢

献する有為の人材の養成に資することである。具体的な取り組みは、

1)課題解決に向けた教職協働の体系化、2)教員の自発的な FD 活動を促

進する制度設計と継続的支援、 3)職員の問題解決・実行力の形成、 4)
教職員ｱｾｽﾒﾝﾄである。以上を通して「学生を成長させる『教職協働ｼﾅｼﾞ

ｰﾓﾃﾞﾙ』の開発」と、それを通じた「高い水準の『教職員力』の形成」

に取り組むことである。  
 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況  

 (１)取組の実施体制について 

 本取組は全学的な取り組みとして学長・学長補佐・副学長のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの下、各学

部、教学部、教育開発・学修支援ｾﾝﾀｰ、言語教育ｾﾝﾀｰ、事務局等が連携を進めている。

このため大学評議会の下に「教職員ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ推進委員会」を設置し、各教学組織や部

署の有機的な連携を図ると共に、点検および評価を行いながら本取組を推進してい

る。 

 (２)取組の実施内容について 

①教職員ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ推進委員会の設置およびFD担当教員・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ補助職員の任用：22年

度に着任した1名のFD担当教員は、最新の学生実態や学生支援・教学課題を反映した

FD・SD活動の展開を目指し、先進事例の情報収集と分析、外部招聘講師の選定を担当

した。全教員が本取組を理解し自発的に参加する為、ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝや教員懇談会等での

意見交換、取組報告会等を実施した。また、21年度より各取組の推進にあたる事務補

助職員を雇用し、情報収集やｱﾝｹｰﾄ分析補助を担当し、円滑な事業推進と取組強化に

役立てた。 

②教職協働ｼﾅｼﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの制度設計と提案：教員と職員が一つの目的に向かって共に

議論し課題を共有する場の創造を目的とし、(a)ﾐｯｼｮﾝ･ｼｪｱﾘﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、(b)ｱﾄﾞﾊﾞｲ

ｼﾞﾝｸﾞ力育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、(c)FDｾﾐﾅｰ等参加支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施した。(a)では、教職員が

本学の基本理念とﾐｯｼｮﾝを深く理解し、目指すべき学生像と教職員の役割について目

標設定の共有化を目的に21年度、22年度に教職員合同合宿研修会を実施した。ﾃｰﾏに

精通する教職員が現状と課題の改善方法について協働で発表を行い、参加者は少人数

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸやﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行った。教職員が大学のﾐｯｼｮﾝ達成に向けた課題を共有し議

論したことで、教職協働の意識が高まり、課題解決に向けて一体感を持って推進する

一助となった。参加者は21年度教員28名（全専任教員の約17％）、職員36名（全専任

職員の40％）、22年度は教員24名（13.6％）、職員22名（25%）であった。（b）では、

23年度に本格的に開始したｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞをはじめ、新たな教学課題・学生支

援課題に対応する為の教職員のｱﾄﾞﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞ能力向上を目的とした学内ｾﾐﾅｰ等を実施

した。前年度の到達点や年度課題に応じた専門家を講師として招聘した。21年度は教

員12名・職員19名（実施件数2件）、22年度は教員10名・職員15名（実施件数2件）、

23年度は教員63名・職員95名（実施件数4件）が参加した。（c）では各種団体・大学
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等が主催するFDｾﾐﾅｰ等への教職員の積極的な参加を支援した。支援を受けた教職員

は、21年度教員8名・職員6名（実施件数7件）、22年度は教員3名・職員2名（実施件

数5件）、23年度教員1名・職員4名（実施件数2件）であり、全学を対象とした報告会

実施や所属組織で意見交換を行う等、担当業務に対応した成果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを図った。

③ﾌｧｶﾙﾃｨ・ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（FEP）の制度設計、提案および実施：教員の教育力向上を

目的とし、(a)ﾌｧｶﾙﾃｨ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、(b)ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、(c)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀｯﾌ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施した。（a）では主体的なFD活動による教員の自発性・

主体性を引き出すことを目的として、教育力向上や授業改善に関して公募型FD活動の

採択と支援を行った。採択を受け本制度を利用した教員は、21年度,25名（実施件数

11件）、22年度,24名（実施件数6件）、23年度,11名（実施件数5件）であった。（b）

では各教学機関の長が責任者となり所属教員のﾆｰｽﾞを踏まえたFD活動を実施した。21

年度,4件、22年度,1件、23年度,7件の取組が実施された。また、教学部主催で全学に

共通する学生支援・教学的課題に応じた取組も実施された。(c)では多文化理解と共

に教職協働による問題解決力や政策提起力の形成を目指し、積極的に海外大学への調

査研修等に派遣した。また、日本語での授業や学生・職員とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を向上さ

せることを目的に学内日本語講座を実施した。 

④ｽﾀｯﾌ・ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（SEP）の制度設計と提案および実施：職員の職務力量向上を

目的とした問題解決型Project Based Trainingでは、2年間に渡り2つのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが実

施された。これには部署を越えて専任職員10名と専任教員2名が参加した。ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽ

ﾀｯﾌ育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは、国際大学に相応しいｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞや外国ｽﾀｯﾌとの協働力、ｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝ力を形成するため、学生ｻｰﾋﾞｽやｱﾄﾞﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞに関する海外先進大学への視察

や、国際学会等へ積極的に職員を派遣した。更に、英語による教員・学生対応力向上

の為、学内英語講座を実施した。 

⑤教職員ｱｾｽﾒﾝﾄの実施および前年度の結果分析：本学では教員評価として2005年度よ

り、「教育」「研究」「大学行政・社会貢献」分野について教員ｱｾｽﾒﾝﾄを実施してお

り、本事業でも既存制度を活用した。本制度では、国際大学としての一層高い質の水

準に到達する為、3分野について特に教員自身による「気づき」や「振り返り」を通

じた自発的・主体的改善の努力を重視した。また、学生による授業評価結果を教員の

振り返り項目として設定した。表彰・特別表彰を受けた教員に対しては、本学の教育

研究活動のさらなる高度化に資するよう、海外教育研修参加や出版助成等のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

を導入した。職員評価は2003年度より、前年度の評価結果と、各部署の業務目標・課

題に基づいた個人別目標記入票を作成し、評価活動を実施している。目標への進捗や

遂行方法等の検証を年3回の上司との面談により確認し、年度末に目標の達成状況や

それに至る業務遂行能力を評価した。これらのPDCA型の評価活動で高い評価を得た職

員に対し、継続した研修機会を提供するなど、評価結果に応じた研修制度を設定した。

⑥WebやGPﾌｫｰﾗﾑ等への参加を通じた取組成果の発信：FD・SDの取組や学生支援課題に

沿ったｾﾐﾅｰ等への主体的な参加を通じて取組成果を学外へ発信した。また、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ

ﾘｰﾎﾞｰﾄﾞによる外部評価を最終事業報告書に反映し、Webを活用して情報を発信した。

⑦取組の検証・評価を目的としたｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ選定と年度末ﾚﾋﾞｭｰ実施：達成目標に対

して適切な評価を行うことを目的として、外部の有識者による「ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ」

を設置した。21年度末、23年度末に実施したﾚﾋﾞｭｰでは、本学教職員による実施状況

の報告と、継続的課題に対する議論を行い、次年度以降の改善に役立てた。 

(３)社会への情報提供活動について 

本取組についての情報提供活動は、web への活動状況の掲載と最終事業報告書の作

成により実施した。最終報告書は web 掲載が完了し、今後、同 GP 事業を実施した他

大学等へ郵送する。教職員は学生支援力の向上を目指した学会や研修会等へ積極的に

参加し、本取組で得た成果等に対して他大学教職員と意見交換を行った。また、本学

主催 FD・SD ｾﾐﾅｰ参加者として、他大学教職員を受け入れた。これらの活動により、

教職員の力量向上や学生支援に関して本事業で実施された各種取組の成果を他大学

等と共有した。 
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②取組の成果  

 本取組全体を通して、本学の教学課題や学生支援、個々の教職員が有するﾆｰｽﾞに対

応し、教職員の自主性・主体的な取組を促進するための情報発信や成果の検証が行わ

れた。その結果、教職員協働で学生支援課題の解決に向かって取り組むという「協働

によるｼﾅｼﾞｰ」に対する教職員の意識が向上した。以下に目標達成状況を記す。 

（1）教職員に共通する達成目標：第 1 の目標は「9 割の教職員が APU ﾐｯｼｮﾝの理解を深め、

自ら学生や他の教職員に語ることができるようになる」に関しては、教職員合同研修

会を通して実施した。参加者数は 9 割に満たなかったが、学長を囲んだ“新学長と考

えるこれからの APU”では、参加者の 80％が学長との懇談に満足したと回答し、また、

研修のﾄﾋﾟｯｸ設定に関しては 85.7％が適切であったと評価をした等、本学のﾐｯｼｮﾝに

対して共通理解が得られ、取組に対して高い満足度が得られたと言える。不参加の教

職員に対しても、参加者からの波及効果が期待されている。 

第 2・3 の目標は「7 割の教職員が学生実態を理解し、教員は教育的な観点から、

また職員は学生支援上の観点から学生への適切なｱﾄﾞﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞの能力を形成する」「8

割の教職員が相互の役割を理解し、教員・職員間での協働に適切に取り組むことがで

きるようになる」である。これについては、先の研修会に加えて、教職員の役割に応

じた学生支援に関する基本的な理解に向けた各種ｾﾐﾅｰ等の実施による成果が得られ

た。具体的には、23 年度ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞに重点を置いて実施した「発達障害

を持つ学生への理解と支援ｾﾐﾅｰ」に、全専任教員の 23.5％、専任職員の 37.2％が主

体的に参加した。参加者の 93.4％が「研修は直接日常的な教育の場や学生対応に役

立つ内容だった」と回答するなど、教学課題と連携した学内研修が教職員のﾆｰｽﾞに対

応していたことが明らかと成った。 

（2）教員の教育力向上の達成目標：第 1 の目標は「7 割の教員が自らの教育目標を設

定し、教育力向上の課題を明示することができるようになる」であり、教員ｱｾｽﾒﾝﾄ

を通じて実施した。ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ導入による教員のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上が制度実施趣旨の一部と

して挙げられており、「教育内容の振り返り」、「ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの向上」という点において

本取組が一定の効果をもたらしていることが、教員へのｱﾝｹｰﾄで明らかとなった。な

お、教員ｱｾｽﾒﾝﾄ対象教員は、部長以上の役職者・言語担当教育講師等を除く全専任教

員の 46.9％であった。 

第 2 の目標は「5 割の教員が自発的・主体的に何らかの FD 活動に参加、3 割の教員

がﾋﾟｱﾚﾋﾞｭｰの取組に参加するようになる」である。3 年間でのべ 333 名の教員が主体

的に FD 活動に取り組んだ。数値的目標には到達しなかったが、FIP・DIP 等への参加

者数は毎年増加しており、本取組を継続することで達成を目指していく。 

第 3 の目標は「9 割の日本人教員が英語で授業ができる能力を持つとともに、5 割

の外国籍教員が日本語で日常的職務とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝができる能力を形成する」である。

入門・初級ﾚﾍﾞﾙを対象とした学内日本語講座にのべ 30 名の外国籍教員が参加した。

今後は全教員への FD 研修実施ｱﾝｹｰﾄ結果に基づき、受講を必要とする教員層の言語ﾚ

ﾍﾞﾙに応じて段階的な講座を開講する。 

（3）職員の職務力量向上の達成目標：第 1・第 2 の目標は「9 割の職員が自らの業務目

標を設定し、職務力量向上の課題を明示することができるようになる」「7 割の職員

が本学が設定する『求められる職務力量』の基準をｸﾘｱするとともに、主体的な問題

解決能力を有する」である。これは職員ｱｾｽﾒﾝﾄの取組として実施した。経験年数等に

応じた業務遂行力、目標達成力、業務改善力、業務知識の基準に基づいた評価を実施

し、職員自身が自らの職務力量向上の課題を認識し、改善に取り組んだ。対象となる

全職員が職員ｱｾｽﾒﾝﾄを遂行した。 

第 3 の目標は「7 割の職員がｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞを持ち外国籍ｽﾀｯﾌや外国籍教員と協働す

ることができるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力及び英語で仕事ができる能力を持つ」である。27 名の

職員が学会参加や協定大学での現場研修等の海外研修に参加し、海外大学の教職員と

の業務ﾚﾍﾞﾙでの意見交換や課題の共有を通じて、国際的な見地から業務を行うﾏｲﾝﾄﾞ

が向上したことが報告書から随所に見られた。また、のべ 72 名の職員が学内英語講

座に参加したことで、英語で教員・学生に対応する力が伸びたと考えられる。 

 

74　立命館アジア太平洋大学



③評価及び改善・充実への取組  

外部評価として、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞを招聘したﾚﾋﾞｭｰを 21 年度と 23 年度に実施した。

21 年度は、1)教職協働での取組を成功に導く視点として大学全体でのﾐｯｼｮﾝの確立、

2)大学の将来的な方向性を見据えたﾋﾞｼﾞｮﾝ及び目標設定、3)本学における多様性の明

確化の必要性、が課題として提示された。これらの改善に向けて、教職員にﾐｯｼｮﾝｽﾃ

ｰﾄﾒﾝﾄの作成から達成までのﾌﾟﾛｾｽをｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸやﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通じて体験させる等、教

職員合同研修会を活用した。23 年度は、3 年間継続して実施された FD・SD 活動の成

果や、新たに実施した取組について、教学的視点および学生支援の視点から到達度や

効果の検証を行った。ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞによる客観的評価をもとに、3 年間の取組成

果について総括を行い、次年度以降の本学における教職員ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの方向

性や課題を確認した。 

また、より多くの教職員が授業内外で学生の成長に寄与する意識を高める為、22

年度以降の教職員ｼﾅｼﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは、最新の教学課題や学生支援課題に焦点を当て、

優先度に合わせた学内ｾﾐﾅｰ等を実施した。それにより、教職員が協働で取り組むべき

課題がｾﾐﾅｰ等を通して明示されると共に、教職員の参加率が向上した。教員に対して

は、教員懇談会等を活用し FD 活動に対するﾆｰｽﾞ調査を複数回実施した。 

外部評価を元にした取組内容の改善と、ﾆｰｽﾞを反映した取組により、共通のﾐｯｼｮﾝ

に向かって協働し課題解決に導く“教職協働ｼﾅｼﾞｰﾓﾃﾞﾙ”が確立しつつある。 

 

以下、年度別の評価者からのコメントの一部である。 

平成 21 年度 

・ 教育職員と事務職員が共同して新しいｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに着目し、取り組み始めたこ

とに大変な意義を感じる。APU だからこそ教職員の参加率を更に向上させて欲しい。

・ ﾐｯｼｮﾝやﾋﾞｼﾞｮﾝの定義は、職種や職階により幅広い。今後は、1)全教職員に必須のﾌｪ

ｰｽﾞ、2)教職員それぞれに要求されるﾌｪｰｽﾞ、3)教職員ｼﾅｼﾞｰに必要なﾌｪｰｽﾞ、4)統合的

な活動ﾌｪｰｽﾞ等、目的と活動内容、方法論などを明確にし、必須、選択必須、選択と

いった内容を組み込んで教職員の共同のｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄを模索して貰いたい。 

平成 23 年度  

・ 職員研修について改善が見られていると感じている。取組および実施内容への評価・

提案がどの報告からも提出されており、成果をどのように将来に繋げていくのかとい

う点の姿勢がとても評価できる。2 年前には無かったものである。 

・ 全体で 4 つの取組枠があるが、それらが関連性を持った実行をしていることが評価で

きる。FD/SD の協働についても、APU の特徴的な環境を活かした取組である。 

・ 教職員が協働する機会を増やすことで、FD・SD 活動に対して更なる成果が期待され

る。また、教職協働をどの様に考えるのかについて深い考察を行って欲しい。 

・ 3 年間で継続実施されてきた取組成果を実現する為には、1)ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる強力

なﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ、2)一人ひとりの教員がどのように教育の場で実践してくれるか、3)そ

れを促進することが可能か、が重要な鍵となる。今後はそれらの方策が必要となる。

   
  学内研修報告会の様子        外部講師ｾﾐﾅｰで実施するｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの様子 
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④財政支援期間終了後の取組  

3 年間の取組成果や、残された課題に基づく全学的な FD・SD 活動は本学教職員の教育

力・学生支援力の向上に深く関わるものであり、補助事業終了後も本学独自予算の確保

により継続して実施する。FD 担当教職員を継続して雇用し、各教学組織における FD 活

動への参画の推進や、各主任・ｺｰｽﾘｰﾀﾞｰを中心とした自発的な FD 活動の企画・実施体制

を確保する。その為に、24 年度より「教職員ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ推進委員会」の元に「FD・SD 運営

委員会」を設置し、更なる FD/SD の推進に全学的に取り組んでおり、取組成果を教職員

それぞれが“道具”として活用する仕組みの構築を目指す。課題としては、最終年度

ﾚﾋﾞｭｰにてｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞから提示された、1)今後のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝやﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成、

2)職員の能力開発目標の明確化とそれに対する FD・SD 連携による効果の検証、3)取

組成果の具体的な活用方法の策定に継続して取り組んでいく。 

24 年度については、FD 支援として年間 1,300 万円、SD 支援として 700 万円を確保

し、ﾌｧｶﾙﾃｨ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑおよびﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを FD 活動の柱

として継続する。募集方針の改善や参加経験の少ない教員や新任教員への個別ｱﾌﾟﾛｰ

ﾁを通して、参加者を拡大する。 

ﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては、副学部長やﾃﾞｨﾋﾞｼﾞｮﾝﾘｰﾀﾞｰを「FD・SD

運営委員会」の委員に推進役として任命した。各教学機関が継続して取り組むべき重

点課題について所属教員との議論を重ね、実施するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを全学的視点で精査し教

学機関同士の連携も意識した取組を開始した。 

ｽﾀｯﾌ・ｴﾝﾘｯﾁﾒﾝﾄ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては、事務局長より国際大学として本学職員はﾏｲ

ﾝﾄﾞ、能力において国際標準・国際通用性を有するべきであるとされ、その為の視点

が提示された。3 年間の取組成果を反映し、職員研修担当課でﾆｰｽﾞに応じた SD 活動

を継続していく。具体的には、学内英語講座・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修等のｾﾐﾅｰ実施や、FIP や

DIP への職員による参加に対して継続した支援を計画している。 

以上の取組から、「FD・SD 運営委員会」のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟと課題共有を中心に、教員・

職員それぞれの活動が単独で完結しないよう、本学における有機的な教職員協働ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑとして継続実施していくものである。 
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２．取組の全体像　【１ページ以内】

（１）取組概要

○FD担当教員の任用 　　　　　　　　　職員（SDの目標） ○事務補助職員の雇用

　　　　(検証・評価）

　　【情報の共有・討議・取組の評価検証・取組の促進・教職員参画の促進等】

　　　■ミッション･シェアリングプログラム
＜教職協働シナジープログラム＞ 　　　■アドバイジング力育成プログラム

　　　■FDセミナー等参加支援プログラム

＜ファカルティ･エンリッチメント･プログラム＞ ＜スタッフ･エンリッチメント･プログラム＞
■ファカルティ・イニシアチブ･プログラム ■問題解決型PBTプログラム（Project Baset Training)
■ディビジョン・イニシアチブ・プログラム ■PDCAマネジメント力育成プログラム
■グローバルスタッフ育成プログラム ■グローバルスタッフ育成プログラム
アセスメント アセスメント

2010年度 2011年度

教員 48 36 64

職員 61 48 99

ファカルティ・エンリッチメント・プログラム 68 107 *

スタッフ・エンリッチメント・プログラム 58 21 *

210 291

*教職員が所属を越えて参加をした場合は、参加したプログラムの人数として参入。

（２）今後の展開

○3年間の取組成果や、残された課題に基づく全学的なFD・SD活動を継続して実施
○本学独自予算の確保
○FD担当教員の継続雇用

リーダーシップと課題共有
教員・職員の活動の関連性

2009年度

教職協働シナジープログラム

56

43

208合計

「FD・SD運営委員会」による、更なるFD/SDの推進

共通目標　：　　学生を成長させる「教職員力」

参加教職員数

　　　　相互参加・合同
取組内容取組内容

教職員エンリッチメント推進委員会

共

有

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ設置

大学評価委員会等

教員（FDの目標） 職員（SDの目標）

取組内容 取組内容

★教員アセスメント制度 ★職員評価制度

アドバイザリーボードから示された継続課題への取組

1)今後のアクションプランやロードマップﾟの作成

2)職員の能力開発目標の明確化、FD・SD連携による効果の検証

3)取組成果の具体的な活用方法の策定

有機的な教職員協働ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして継続実施
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