
2021(令和3)年度　各学部・研究科 FD委員会活動

【敬称略】

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

全-1 4月5日(月) 10:00 ～ 16:00 オンライン
全学ＦＤ研修＜基本編＞
「学生を中心とした教育をすすめるために」
（サブテーマ）ユニバーシティ・アイデンティティを考える

浅香学長、山口FD委員会委員
教員：16名

FD委員14名

全-2 8月6日(金) 9:15 ～ 16:40 オンライン
全学ＦＤ研修＜テーマ編＞
学生を中心とした教育をすすめるために
コロナ禍が継続する中での更に教育効果の高い授業の進め方について

浅香学長、塚本FD委員会委員
教員：17名(WS)
FD委員：11名

視聴参加：73名

全-3 12月21日（火） 17:10 ～ 19:10 オンライン
全学FDセミナー（第3回心理科学部FD研修会)
大学の安全配慮（義務）についてーカルト対策を中心にー

飯島秀治（九州大学人間環境学研究院　准教授）
教員：55名
事務：5名

視聴参加：16名
心理科学部共催

全-4 12月24日(金) 10:00 ～ 11:30
対面＋

オンライン
全学FDセミナー（情報センターFD　薬学部FD研修　第3回歯学部ＦＤ研修)
DX推進計画とデジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン説明会

二瓶情報センター長
＜事例報告＞
薬学部：中山章講師
歯学部：越野寿教授、門貴司准教授
全学教育推進センター：鈴木一郎教授
情報センター：二瓶裕之教授、西牧可織助教

95名

情報センター共催
薬学部共催
歯学部共催

　

回数 実施日時 開催場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

薬-1 7月26日（月） 16:00 ～ 17:00 C41
第31回薬学教育・研究談話会（学部・研究科FD活動）
①免疫の司令塔、抗原提示細胞の機能変化
②創薬のための天然物合成

①水野　夏実　講師
②小林　健一　教授

教員：47名
大学院生：3名
学部生：2名
職員：1名

薬-2 8月19日 (木) 10:00 ～ 17:35 オンライン 「倫理・コミュニケーション教育評価」に関する薬学部FD研修会 薬学部教員 教員 53

薬-3 11月11日(木) 16:30 ～ 17:30 オンライン Current issue in pharmacy of the USA 豊田俊介先生
教員：46

学部生：18
職員：3

薬-4 12月16日(木) 16:00 ～ 17:15
オンライン

P-1

第32回薬学教育・研究談話会（学部・研究科FD活動）
①ChREBP研究のこれまでとこれから
②実臨床の研究と病院実習における指導薬剤師の経験から

①中川　勉　　 准教授
②早坂　敬明　講師

教員：51
学部生：2
職員：1

薬-5 12月24日(金) 10:00 ～ 11:30
対面＋

オンライン
全学FDセミナー（情報センターFD・薬学部ＦＤ研修／第3回歯学部ＦＤ研修)
DX推進計画とデジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン説明会

全学ＦＤ（全-4）参照 全学ＦＤ（全-4）参照

全学ＦＤ
（情報センター共催）
（薬学部共催）
（歯学部共催）

薬-6 2月17日(木) 15:40 ～ 17:00
オンライン

Ｃ33
救急・災害医療における薬剤師のかかわり 稲村広敏先生

教員：44
学部生：40
大学院生：3
その他：1

薬-7 2月21日(月) 15:40 ～ 17:00
オンライン

P-1
これから薬剤師になるために知っておきたいこと～職能を発揮した薬剤
師になるために～

田崎嘉一先生

教員51名
学部生46名
大学院生1名

事務２名

薬-8 2月24日(木) 16:00 ～ 17:15
オンライン

Ｐ-1
異物応答性核内受容体を基盤とした薬物の代謝・安全性研究 吉成浩一先生

教員38名
学部生22名
大学院生1名

　

回数 実施日時 開催場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

歯-1 4月9日(金) 17:15 ～ 18:30 オンライン
第1回歯学部FD研修会（学部FD活動）
114回国家試験の分析と115回国家試験対策に向けての傾向と対策

青木　敏（DES歯学教育スクール）
中本　恵太郎（DES歯学教育スクール）
三井　教裕（DES歯学教育スクール）

教員：66名
大学院生：5名

歯-2 6月12日(土) 10:00 ～ 12:00 C-21,22
第2回歯学部FD研修会（学部FD活動）
CBT問題作成の注意点

斎藤隆史（歯学部教授） 教員：31名

歯-3 12月24日(金) 10:00 ～ 11:30
対面
＋

オンライン

第3回歯学部FD研修会（学部FD活動）
全学FDセミナー（情報センターFD・薬学部ＦＤ研修／第3回歯学部ＦＤ研修)
DX推進計画とデジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン説明会

全学ＦＤ（全-4）参照 全学ＦＤ（全-4）参照

全学ＦＤ
（情報センター共催）
（薬学部共催）
（歯学部共催）

歯-4 3月24日(木) 17:15 ～ 18:15 オンライン
第4回歯学部FD研修会（学部FD活動）
新年度の講義・実習の開始に向けて

１．次年度講義・実習運営方針について(古市歯学部長）
２．対面講義開始時の歯学部感染対策指針について（伊藤歯
学部感染対策委員）
３．6年生新システムについて（遠藤教務部長）
４．遠隔システムおよび講義室機材について（越野遠隔管理運
営委員長）
５．Google Classroomについて（門准教授）

教員：70名

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

看-1 2月7日(月) 13:00 ～ 14:00 オンライン
 第1回看護福祉学部FDセミナー
「高校生の現状とこれからの高校教育」

渡辺　淳一（北海道網走南ケ丘高等学校　校長）
教員66

役員・職員4

看-2 3月2日(水) 15:30 ～ 16:30 オンライン
第2回看護福祉学部FDセミナー
「コロナ禍における国際医療協力」

田辺　康（国境なき医師団　外科医）
教員63

役員・職員5
学生12

看-3 3月11日(金) 15:30 ～ 17:00 オンライン
第1回看護福祉学研究科FDセミナー
「ケアの意味を見つめる事例研究」

山本　則子（東京大学大学院医学系研究科　教授）
池田　真理（東京大学大学院医学系研究科　教授）

教員57
職員1

大学院生7

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

心-1 5月18日(火) 16:30 ～ 17:30 オンライン
第１回心理科学研究科fD研修会
「ハラスメント防止研修会」

森田美智代（社労士・心理科学部非常勤講師） 27名

心-2 6月15日（火） 15:40 ～ 17:00 オンライン
第2回心理科学研究科FD研修会
「学部生に対するTAによるオンライン教育支援」

西郷達夫（心理科学部　講師）
教員：8名

大学院生：13名

心-3 9月21日（火） 17:00 ～ 19:00 オンライン
第1回心理科学部FD研修会
「ポストコロナでのレジリエンスの高め方」

岩野 卓（大分大学福祉健康科学部　講師） 教員：17名

心-4 11月16日（火） 17:15 ～ 18:45 オンライン
第2回心理科学部FD研修会
「青少年のインターネット・ゲーム依存と課金の問題」

新川広樹（弘前大学教育学部　助教）
教員：19
職員：1

心-5 12月21日（火） 17:10 ～ 19:10 オンライン
全学FDセミナー（第3回心理科学部FD研修会)
大学の安全配慮（義務）についてーカルト対策を中心にー

全学ＦＤ（全-3）参照 全学ＦＤ（全-3）参照
全学ＦＤ
（心理科学部共催）

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

リハ-1 9月7日（火） 17:15 ～ 18:45 オンライン
リハビリテーション科学部 2021年度 第1回 FD研修会
人工知能の時代の学びを考える

美馬のゆり（公立はこだて未来大学 システム情報科学部教授）
教員：46名
職員：3名

リハ-2 11月26日（金） 17:15 ～ 18:45 オンライン
リハビリテーション科学部 2021年度 第2回 FD研修会
学生教育と大学ブランディング（仮）

大西秀明（新潟医療福祉大学 研究・産官学連携担当副学長/
リハビリテーション学部長）

教員：47名
職員：2名

リハ-3 12月20日（月） 17:30 ～ 19:00 オンライン
リハビリテーション科学部 2021年度 第3回 FD研修会
発達障害に対する医療系学部における合理的配慮のあり方

金澤潤一郎（心理科学部　准教授）
鈴木英樹（リハビリテーション科学部　教授）

教員：77名
職員：8名

リハ-4 1月19日（水） 17:30 ～ 19:00 オンライン
リハビリテーション科学部 2021年度 第4回 FD研修会
評価学のパラダイムシフトー大学院教育への展開

松山泰（自治医科大学 医学教育センター准教授）
教員：43名

大学院生：6名
職員：2名

リハ-5 2月22日(火) 17:30 ～ 19:00 オンライン
リハビリテーション科学部 2021年度 第5回 FD研修会
大学生の学習意欲を高める方法とは何か～自己調整学習の理論と実践～

中谷素之（名古屋大学大学院 教育発達科学研究科教授） 35名

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

技術-1 4月9日(金) 8:30 ～ 9:20
あいの里
演習室２

あいの里セミナー
「担任関連の学生対応と国家試験対策の事例」

本学部　山﨑智拡講師 教員：17名

技術-2 11月30日（火） 17:10 ～ 18:30 オンライン
医療技術学部FDセミナー
「ノンコーディングRNAと疾患」

藤井聡（旭川医科大学医学部臨床検査医学講座　教授）
教員：35
役員：1
職員：2

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

全セ-1 9月6日(月) 16:00 ～ 18:00 オンライン アカデミック・リテラシー入門オンラインコンテンツ発表会 各分野、科目担当者による発表
教員：35名
事務：4名

全セ-2 3月24日(木) 10:00 ～ 11:30 オンライン
初年次学生に対する教育方法・カリキュラムの探索
①初年次学生に対する数学・統計学系科目の教育方法・カリキュラムの探索
②初年次学生に対する情報系科目の教育方法・カリキュラムの探索

①　薬学部　原田講師
②　心理科学部　西牧助教

教員：91名
事務・役員：4名

　

回数 実施日時 実施場所 実施内容 講師等 参加者数 備考

IRセ-1 2月17日(木) 17:10 ～ 18:30
P1講義室

+
オンライン

GPAの活用について

半田智久
（お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部教学ＩＲ・
教育開発・学修支援センター教授）

教員：57名
事務：6名

IRセ-2 3月10日(木) 12:40 ～ 15:;30 オンライン
ジェネリックスキルの可視化と成長支援
～PROGテスト（リアセック社）の目的と活用～

近藤　賢
株式会社リアセック代表取締役CEOI

教員：68名
事務：4名

【IR推進センター】

【リハビリテーション科学部・研究科】

【医療技術学部】

【全学教育推進センター】

【全学】

【薬学部・研究科】

【歯学部・研究科】

【看護福祉学部・研究科】

【心理科学部・研究科】
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