最終更新：2022年3月18日

FD活動実績（2021年度）
開催日 開催分類
2021/04/07 TAミーティング

2021/4/1,2,7,8 英語科目新任教員・TA研
修

開催タイトル・詳細

参加者数

講習実施者

開催形式

内容

スタートアップミーティング

TA25名
教員10名
職員8名

佐藤 知美（授業サポートセンター）

オンライン開催

全TAを対象として、下記の点について講習および質疑が行われた。
・2020年度秋学期の単位習得状況
・授業サポート情報共有コースリニューアルについて
・開講前、開講中のTA業務の確認
・各センター情報共有
・図書館より
・その他連絡事項
新任教員・TA向けに、対面及びオンラインにて下記の説明が行われた。
・本学の学修管理システムを用いた授業運営について
・英語科目外部教材について
・英語科目の運営体制、教員及びTAの業務分担
・2021年度春学期開講準備
・その他具体的な業務内容
専任教職員向けに、新年度にあたり学長からサイバー大学の理念と目標の共有を行った。
「サイバー大学 経営理念、建学の理念、教育目的、ミッション」と題し、下記の点について学
長から直接説明された。
・ソフトバンクグループおよび株式会社サイバー大学の経営理念
・建学の理念と教育目的
・３つのミッションステートメント
教員向けに、研究推進に関する講習として下記の説明が行われた。
・2021年度 研究関連スケジュール
・学内、学外研究費の詳細
・本学の責任体系
・研究倫理ガイド
TA向けに、下記の点について講習および質疑が行われた。
・受講状況の共有
・TA業務 基本の基
・教育メディア開発部(旧コンテンツ制作センター)より
・学生サポートセンターより
・図書館より
・TA業務報告
・その他連絡事項
新任TA向けに、オンデマンド動画にて下記の説明が行われた。
・受講管理ファイルの使い方
また、当日は下記の点について講習および質疑が行われた。
・受講管理ファイル作成の実践演習
・その他業務相談
新任教員向けに、本学の学習管理システムを用いた授業運営について説明を行った。当日
は教養科目、専門科目で分かれて個別に研修することで、より丁寧な説明および具体的な質
疑応答ができた。
特に以下の内容について、説明および実際の操作の体験を行った。
・Cloud Campus初期設定
・授業運営に関する基本情報
・授業開始前の準備
・授業期間中の対応
・各種連絡、相談先
全教職員向けに、新しい授業改善計画書の詳細と、授業改善ツールを用いた授業改善の方
法について、各教員が手元で操作しながら説明を聞いた。説明および実際の操作の体験は
以下の通りに行った。
・授業改善ツールについて（開発の背景）
・授業改善ツールの見方と操作
・新しい授業改善計画書の入力
・ツールに表示されるデータの活用例
・教員向けの授業改善目標共有

2021年度春学期英語科目新任教員・TA研修 教員4名、TA3名 井上 麻里（英語科目教務主任）、佐
藤佳織（教務課）

対面+オンライン開催

2021/04/16 大学の理念と目的の共有 サイバー大学 経営理念、建学の理念、教育
目的、ミッション

教員34名
職員15名

川原 洋（学長）

オンライン開催

2021/04/16 研究推進ガイダンス

2021年度研究費ガイダンス

教員36名

藤田礼子（研究推進課長）

オンライン開催

2021/05/11 TAミーティング

5月度

TA23名
教員10名
職員8名

佐藤 知美（授業サポートセンター）

オンライン開催

2021/05/12 新任TA講習会

第2回

TA7名
教員3名
職員1名

佐藤 知美、菊地 梓、岡村 優生（授業 オンライン開催+オンデ
サポートセンター）
マンド

2021/05/19 授業運営講習会

授業運営講習会

新任教員2名

小野 邦彦（教養科目教務主任）、安
間 文彦（専門科目教務主任）

2021/06/02 FD研究会

第1回「新しい授業改善計画書について」

教員31名、
職員12名

米山あかね（准教授、教育メディア開 オンライン開催
発部長）、
安間文彦（教授、学部長）

オンライン開催
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FD活動実績（2021年度）
開催日 開催分類

開催タイトル・詳細

参加者数

講習実施者

開催形式

内容

2021/06/16 研究推進ガイダンス

研究費執行に関する説明会

教員11名、
職員3名

藤田 礼子（研究推進課長）

オンライン開催

2021/06/16 TAミーティング

6月度

TA23名
教員9名
職員8名

佐藤 知美、菊地 梓（授業サポートセ オンライン開催+オンデ
マンド
ンター）、
及川怜、小野悟（TA）

2021/06/17 新任TA講習会

第3回

TA7名
教員2名
職員1名

佐藤 知美、菊地 梓、岡村 優生（授業 オンライン開催
サポートセンター）

2021/07/28 TAミーティング

7月度

TA23名
教員9名
職員8名

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催

2021/08/20 研究推進ガイダンス

平成4(2022)年度：科研費公募要領等に関す 教員11名、
る説明会
職員2名

藤田 礼子（研究推進課長）

オンライン開催

2021/08/25 TAミーティング

8月度（フォローアップミーティング）

TA25名
教員9名
職員10名

菊地 梓（授業サポートセンター）
吉田裕季、峯村恒平（TA）

オンライン開催

2021/09/22 新任TA講習会

2021年度秋学期第1回

TA4名
教員3名
職員1名

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催+オンデ
マンド

研究費を採択されている教員（科研費、学内研究費）、および今後研究費への申請を検討し
ている教員に対し、コンプライアンス教育・研究倫理教育を兼ねた、本学での研究費の執行
ルールについて説明を行った。
・公的研究費の不正とは
・公的研究費の不正防止に関する取組
・本学での取り組み
・本学の研究費執行ルール
・質疑応答
新規で本学の学内研究費を採択された教員が多いことや、今年度から変更になったルール
もあることから、研究費執行ルールに重点をおいて説明を行った。
TA向けに、事前配布資料にて下記の説明が行われた。
・成績入力について
・受講奨励について
・教員所見の活用
また、当日は下記の点について講習および質疑が行われた。
・受講状況の共有
・各センター情報共有
・TA発表
・TA業務報告
・スケジュールの確認
新任TA向けに、下記の点について講習および質疑が行われた。
・成績入力マニュアルを用いた講習
・新任TA業務確認テストのフィードバック
・その他、業務相談
TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
・受講状況の共有
・各センター情報共有
・TA発表
・TA業務報告
・スケジュールの確認
翌年度の科学研究費助成事業への申請予定者を対象に、下記の説明が行われた。
・科学研究費助成事業（科研費）の概要
・科研費の最近の動向及び翌年度の公募
・申請方法とスケジュール
・科研費電子申請システムの操作方法
TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
・受講状況の共有
・授業サポートセンターからの依頼事項、連絡事項伝達
・各センター情報共有
・TA発表
・スケジュールの確認
新任TA向けに、事前配布コンテンツ（動画、資料）にて下記の説明が行われた。
・大学概要
・基本的なTA業務
また、当日は下記の点について講習および質疑が行われた。
・TA業務詳細
・Cloud Campusの操作方法

2021/9/16, 英語科目新任TA研修
17,21,22,24

2021年度秋学期英語科目新任TA研修

教員1名、TA3名 井上 麻里（英語科目教務主任）、佐
藤佳織（教務課）

対面+オンライン開催

新任TA向けに、対面及びオンラインにて下記の説明が行われた。
・本学の学修管理システムを用いた授業運営について
・英語科目外部教材について
・英語科目の運営体制、教員及びTAの業務分担
・2021年度秋学期開講準備
・その他具体的な業務内容
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FD活動実績（2021年度）
開催日 開催分類

開催タイトル・詳細

参加者数

講習実施者

開催形式

内容

2021/09/28 TAミーティング

9月度（スタートアップミーティング）

TA25名
教員11名
職員11名

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催

2021/10/1, 英語科目新任TA研修
4,5,6,7,8

2021年度秋学期英語科目新任TA研修

教員1名、TA3名 井上 麻里（英語科目教務主任）、佐
藤佳織（教務課）

2021/10/19 TAミーティング

10月度

TA23名
教員10名
職員10名

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催+オンデ
マンド

2021/10/12 新任教員研修
2021/10/26 （マインドフルネス入門）
2021/11/26

授業設計講習会

教員3名
職員1名

笹川駿平（教育メディア開発部）

オンライン開催

2021/10/20 新任教員研修
2021/11/14 （六法と法哲学）
2021/11/29

授業設計講習会

教員3名
職員1名

笹川駿平（教育メディア開発部）

オンライン開催

2021年度秋学期第2回

TA9名
教員3名
職員2名

岡村 優生、立川 公子、桐生 麻子、佐 オンライン開催
藤 知美、菊地 梓（授業サポートセン
ター）

TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
・2021年度春学期単位修得状況の共有と解説
・卒業生アンケート結果（ディプロマ、フォローアップ）の共有
・授業サポートセンターからの依頼事項、連絡事項の伝達
・各センター情報共有
・TA自己紹介
・スケジュールの確認
新任TA向けに、対面及びオンラインにて下記の説明が行われた。
・本学の学修管理システムを用いた授業運営について
・英語科目外部教材について
・英語科目の運営体制、教員及びTAの業務分担
・2021年度秋学期開講準備
・その他具体的な業務内容
TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
また事後に、録画映像を欠席者に共有した。
・授業サポートセンターからの依頼事項伝達
・各センター情報共有
・授業目的公衆送信補償金制度申請後の授業政策方針についての説明
・TAグループトーク
・スケジュールの確認
新任教員向けに、本学のeラーニング型授業の設計について説明した。
・大学の授業形態の説明
・具体的な個別の授業の設計の説明
・設計した内容の検討、修正
・課題の作成方法について説明
・収録の体験、フィードバック
新任教員向けに、本学のeラーニング型授業の設計について説明した。
・大学の授業形態の説明
・具体的な個別の授業の設計の説明
・設計した内容の検討、修正
・課題の作成方法について説明
・収録の体験、フィードバック
新任TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。一部の継続
TAも参加した。
・受講管理ファイル作成の実践演習
・その他業務相談

2021/10/29 ランチFD

新任教員自己紹介（教育・研究）

教員19名、
職員10名

新任教員、FD専門部会担当者

オンライン開催

2021/11/17 TAミーティング

11月度

TA21名
教員10名
職員10名

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催+オンデ
マンド

2021/11/25 ランチFD

LMSについて

教員18名、
職員14名

田中 頼人（IT総合学部）

オンライン開催

2021/10/26,27 新任TA講習会

対面+オンライン開催

全教職員に開かれた、ランチタイム任意参加のFDにおいて、2020年度以降の新任教員の
教育・研究について各教員の発表を聞き、質疑応答を行った。
・通信制の教育やICT活用についての研究実践、本学学生の意欲向上案（IT）
・TESOLの研究、資格に関する実務と本学学生に適した語学資格（英語科）
・異文化理解の研究、ネット上の仮想空間を使った授業実践（英語科）
・安全性の高い認証の普及に関わる研究、ネットワーク関連技術の授業案（
IT）
教員に限らず職員からも質問・コメントが寄せられ、各教員の研究内容の詳細の他、外国語
資格試験、履修指導に関する話題も挙げられた。
TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
また事後に、録画映像を欠席者に共有した。
・授業サポートセンターからの依頼事項伝達
・各センター情報共有
・TAグループトーク
・スケジュールの確認
本学以外のLMS(moodleやCanvas)について紹介があり、これらのLTI準拠のLMSと本学
CloudCampusとのLTI連携についてデモを交えながら説明があった。具体的な内容は以下
の通り。
・学習支援およびLMSの歴史
・現在のLMSの国際的動向
・特筆すべきLMSの機能紹介
・MoodleとCanvasのハンズオン
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FD活動実績（2021年度）
開催日 開催分類

2021/12/20,22 新任TA講習会

開催タイトル・詳細

参加者数

講習実施者

2021年度秋学期第3回

TA4名
教員2名
職員2名
TA22名
教員10名
職員10名

佐藤 知美、岡村 優生、立川 公子、桐 オンライン開催
生 麻子（授業サポートセンター）

新任TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
・成績入力方法の確認
・その他業務相談

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催+オンデ
マンド

TA18名
教員7名
職員9名

菊地 梓（授業サポートセンター）

オンライン開催+オンデ
マンド

安間文彦（IT総合学部長）

オンライン開催
オンライン開催

TA向けに、事前配布資料にて下記の説明が行われた。
・成績入力について
・シラバス入力について
・Cloud Campus（LMS）アップデート情報
・全体受講状況の共有
TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
また事後に、録画映像を欠席者に共有した。
・授業サポートセンターからの依頼事項伝達
・各センター情報共有
・TA発表
・スケジュールの確認
TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
また事後に、録画映像を欠席者に共有した。
・授業サポートセンターからの依頼事項伝達
・各センター情報共有
・TA取り組み紹介（科目内での工夫）
・スケジュールの確認
外部アセスメントテストGPS-Academicの第1回トライアル実施結果報告が行われた。今回
のトライアル結果を踏まえた本学の学生の特徴や課題、および今後の展開について議論を
行った。
新任教員向けに、本学の学習管理システムを用いた成績入力について下記のとおり説明し
た。
・成績入力期間
・成績評価の流れ
1. 課題の採点
2. 成績インポートと一括換算
3. 成績の手動入力
4. 入力内容の確認
5. 成績確定
6. 問い合わせ先

2021/12/21 TAミーティング

12月度

2022/1/18 TAミーティング

1月度

開催形式

2022/01/21 FD研究会

GPS-Academic第1回トライアル実施結果報 教員37名
告
職員10名

2022/02/17 新任教員研修

2021年度秋学期成績入力講習会

教員1名
職員2名

井元祥子、石橋みどり（教務課）

2022/02/22 TAミーティング

2月度（フォローアップミーティング）

TA20名
教員12名
職員11名

菊地 梓、立川 公子、桐生 麻子（授業 オンライン開催+オンデ
マンド
サポートセンター）
吉田 愛（TA）

2022/03/18 FD研究会

卒業研究科目振り返り

教員29名
職員6名

安間文彦（IT総合学部長）、清尾克彦 オンライン開催
（IT総合学部）、石川秀樹（IT総合学
部）、ほか卒業研究科目担当教員

内容

TA向けに下記の点について講習および質疑が行われた。
・受講状況の共有
・授業サポートセンターからの依頼事項、連絡事項伝達
・各センター情報共有
・TA発表
・スケジュールの確認
卒業研究科目担当教員を中心に、本学のディプロマ・ポリシーを最後に確認する重要科目で
あるゼミナールと、特別研究の授業実践共有および成果報告を行った。当日は以下の議題
に沿って教員相互の意見交換が行われた。
・卒業研究科目授業アンケート等結果まとめ
・特徴的なゼミナール指導のグッドプラクティス共有
・各担当教員によるゼミナール振り返り
・ゼミ別の研究倫理教育実施結果報告
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