
1　 ＦＤ全学委員会副委員長「優れた教師に学ぶ」

2　 2011 年度第 2 回 FD 研修会（大教室での授業実践報告）の実施報告

　小生は、1981 年に本学に着任して以来、30 年に亘って工学部の片隅で大学

教育に取り組んできました。30 年の間に、教員の、少なくとも小生の教育に取

り組む意識と姿勢は、多少なりとも変化してきたと実感しています。

　30 年前の大学教員の標準的な意識は、「大学生とは自主的に学ぶべき者であ

り、大学教員は学生の自主的学習の契機や場を提供することに専心すべきであ

り、初等・中等教育段階で要求される類の教育技法は不要である」と言ったも

のであったと記憶しています。当時は、大学進学率が 40％弱で、大学受験とい

う目標に向かって自主的に学ぶことをある程度は経験した者が大学に入学して

くることを期待できました。実際、小生は、新米教員時代、学生諸君の知的水

準を無視した相当無茶な授業を行っていましたが、学生諸君の多くは授業につ

いてきたと記憶しています。ところが、現在では、大学進学率が 60％程度に増

加し、大学はユニバーサルアクセス化し、一部の難関大学を除き、自主的に組

織的な勉学をさほどせずとも大学に入学できるようになってしまいました。現

在では、もはや、入学時点では、学生諸君の内面に自主的に学ぶ Mind-set が形

成されていることを期待できなくなりました。このため、自律的な学びの習慣

付けを行うための初年次教育が重視されるわけです。

　一方、ここ 30 年の間、科学技術の進展、とりわけ情報通信技術の社会化によっ

て文化と社会が変容し、これに歩調を合わせるように、大学において教授され

ることが期待されている“学”の様相が、大きく変化しつつあります。とくに、

Web 上の Science の普及によって、“学”の体系が加速度的に成長し、かつ日々

多様化しつつあります。このように“学”の体系が複雑化した時代にあって、

大学における教育を講義室における教員の授業のみに頼ることは、あまりに非

効率で不適切だと思います。大学がユニバーサルアクセス化したとは言え、学

生諸君には、自律的な学びを期待せざるを得ません。大学の単位制度でも、実際、

授業時間と授業外の学習時間とを合わせた合計の学習時間に対し、適正な単位

数が定められており、学生の自主的な学習が暗黙の前提とされています。例えば、

学士課程の卒業要件単位数を 130 単位程度とし、本学の単位制度に準拠して四

年間の学士課程における学生の総学習時間を見積もると、約 2,000 時間の授業

時間と、約 4,000 時間の授業外学習時間とを合わせて計 6,000 時間程度とい

うことになります。実に、学生が 4,000 時間近くも自主的に学習に取り組むこ

とが前提とされているわけです。

　また、昨今、教育の実質化や教育の質保証の観点から、学生の授業外の事前・

事後学習が重視されつつあり。本学においても2012年度より、シラバスに、事前・

事後学習の具体的な指示を記載することが求められるようになりました。この

ように、授業のあり方について考える際には、“学生の学びという応答を引き出

す教員の働きかけ”という視点がとくに重視されるようになってきました。こ

のような動向は、「大学における学びのプロセスは、教員と学生の言わばチーム

ワークの中で形成され、徐々に発展していくものだ」という大学教育の根本理

念に照応したものです。大学教員は、学生を動かす指導力、教えようとする意欲、

教科目及び関連分野に関する深い知識を有することは言うまでもなく、ユニバー

サルアクセス時代であるからこそ、“知識を意義深く生きたものとして学生に伝

え、学生に自発的学習を促す能力”がとくに重視されるわけです。このような

優れた教師としての能力は、伝統的には、長い年月にわたる経験や実験を通し

て形成されるものであるとされてきました。しなしながら、個々の教員の孤立

した努力のみに依り頼むでは、余りに悠長すぎるのではないでしょうか。優れ

た教師の経験と実験を教員間で分かち合うことで、各教員が自己批判的かつ自

己発展的な見地から自らの授業の内容と方法とについて検討・改善する活動（個

人レベルのFD活動）を組織的に活性化することができるのではないでしょうか。

　FD 全学委員会は、上記のような観点から、2011 年度に「FYS の授業実践報

告」と「大教室での授業実践報告」を主題とした 2 回の FD 研修会を開催しま

した。両研修会とも、教職員と学生とが参加する形式で行われました。日々真

剣に教育に取り組まれている教員から実践報告がなされ、また参加学生諸君か

らも真摯な意見が述べられ、極めて教育的かつ有意義な研修会でした。全学的

な関心事をその主題とした研修会で、啓発的で刺激的なものであったのですが、

残念ながら参加者はさほど多くはありませんでした。FD 全学委員会としては、

このような趣旨の FD 研修会を今後とも継続して開催することを予定していま

す。できるだけ多くの参加者を得て、FD 活動がさらに活性化し、本学の教育力

が向上する契機となれば幸いです。
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優れた教師に学ぶ FD全学委員会副委員長（学長補佐）　　齊藤　隆弘

3　法学部の FD 活動報告

4　2011 年ＦＤ全学委員会活動まとめ
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〔第一部〕

事例報告Ⅰ
大講義室における民法の講義の取り組み

法学部　篠森　大輔　准教授

　「家族法」（04 ～ 08 年度、300 ～ 600 名）、「民法Ⅰ・Ⅱ」（10
～ 11 年度、280 ～ 350 名）を担当してきました。完全な講
義形式で実施しています。民法の解説を通じて、基本的な条
文の読み方・理解の仕方＝法解釈学のお作法を修得させるこ
とが目標ですので、現時点では講義形式がベストだろうと思
います。教員・学生間の質疑応答は（個別の質問をのぞいて）
基本的にゼミに委ねています。情報機器は使用していません。
　講義の形成は小さなことの積み重ねの結果です。講義内容と
その難易度の吟味、説明方法（特に比喩表現）や図表の準備、
言葉をとり違えないこと（「債権者」「債務者」など）、大きな
文字での板書、十分な準備をして、気合いを入れて講義に臨む
ことなど、多くの先生方が意識しておられることに、私も気を
遣っています。とりわけ力を入れているのは次の４点です。
　①「講義資料」（全 30 ～ 40 頁）を配布しています。これは、

講義レジュメや連絡事項のほか、講義・教科書の補足や発
展的内容に関する資料、勉強の意義や方法に関する資料を
も掲載した、相当詳細なものです。細かすぎるとの批判も
ありますが、効用も少なからずあるように思います。

　②私語は許さない態度をとっています。目にあまる学生には、
教壇から服装などの特徴を挙げて個別の注意を与えます。
そのとき教室内の全視線が当該学生に集まるので極めて

「大教室での授業実践報告 ～多様化した学生に対する効果的な授業の創造～」

効果的です（人格的辱めにならないよう配慮が必要です）。
講義を聴く気が全くない学生を排除するために、出席管
理システムは使用していません。

　③「勉強の仕方」を具体的に示すよう心がけています。例
えば、情報の羅列的な丸暗記がクセになった頭では、「八百
屋で野菜と大根を買った」という文が概念の重層性を無
視している点で誤っていることに気がつかないのです。
講義では、条文や教科書を読んで自分で概念を整理した
り、図表を作成したりする作業を実際に行い、そのコツ
を提示するようにしています。

　④学生の学力低下云々の議論はさしあたり封印して、まず
は自分の側で、学生の関心を引き出すような工夫をする
べきだと考えています。講義内容に対する自分自身の理
解をいっそう深めた上で、講義が学生にフィットしてい
るか、もっと適切な説明方法がないかなど、やるべきこ
とはいくらでもあるからです。

　パストゥールは完璧なまでに講義の準備をしたと伝えられま
す。「若者たちは、自分たちが教えを受ける教師の光輝に駆り
たてられ、鼓舞されるものだ。青年に神聖な火を伝えるために
は、自分自身が聖なる火に充ちていなければならぬ」という彼
の言葉は現代においても重要です。教員が教育者として学生の
ことを考えて講義に力を注ぐことだけでなく、研究者として研
究面を深化させることもまた講義の成功に大きな影響を与える
ことを示唆しているからです。本学でも教員が学内行政面・教
育面で多忙を極めている現状は、教育の質の低下を招来すると
いう意味においても大きな問題をはらんでいるのです。

■事例報告Ⅱ

　　　　　　 大教室での双方向授業の試み
　　　　　　　 ―グループ研究発表報告を含む―

経営学部　海老澤　栄一　教授

　私の担当している科目は、2年次の選択必修の「経営管理総論」
で約 600 名の履修者を二つのクラスに分けて開講しています。
これまでの私立大学の伝統的な講義は、教員からの一方向のも
ので、喋りっぱなし、聞きっぱなし、課題の与えっぱなし、コミュ
ニケーションなしの教員の自己満足な授業でした。私は、その
ような授業から 3 年前に脱皮し、Web を活用して講義内容を
事前予習し、教材であるパワーポイントの資料をあらかじめプ
リントアウトして授業に臨めるようにしました。教室内を巡回

2011 年度神奈川大学第 2 回 FD 研修会報告

日　時：2012 年 1 月 17 日 ( 火 )　15：00 ～ 17：00
場　所：横浜キャンパス  　　　 1 号館 804 会議室
　　　　湘南ひらつかキャンパス　11 号館第 1 会議室 ＜ TV 会議システム＞

対　象：教育職員、事務職員、学生　　参加者 30 名
主　催：ＦＤ全学委員会
目　的：高等教育のユニバーサル・アクセスの時代を迎え、昨今大学生の学力や関心の多様化

が叫ばれるなか、大教室で教員と学生がどのような学びの空間を創造すればよいのか。

今回のＦＤ研修会では、こうした大教室での授業実践の取り組みを紹介し、学生を交

えて効果的な授業の創造について議論を深めた。
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しながら講義をするスタイルに変更して、学生が授業に集中で
きるように授業の途中で学生にパワーポイント画面による穴埋
め問題に答えてもらうようにしています。また、教室内が騒が
しくなった時には、席の近い学生同士で 4 ～ 5 名のチームを
作ってもらい、経営管理に関するＱ＆Ａを出し、話し合わせて
います。話し合いの結果をＱ＆Ａシートで提出してもらってい
ます。これをリアルタイムの双方向コミュニケーションとして
取り組んでいます。
　それに対してディレイドタイムの双方向コミュニケーション
として授業終了 10 分前に授業を聴いて自分が発見したこと、
理解できなかったこと、また他の科目と連動している用語の提
示、などをコミュニケーションペーパーで提出させています。
それに添削を加え、翌週の授業で模範となるものを本人の了解
を得て実名入りで紹介しています。もうひとつは、月に 1 回程
度自主課題を課しており、経営管理のキーワードを大学で見つ
け、チームで発表することもしています。これらコミュニケー
ションペーパー、レポートの添削、整理及び返却は、大変数が
多いため大変労力を要しています。
　その他、自主課題として今話題になっている企業について調
べてグループでレポートを提出することも実施しています。こ
の課題を課すと学生の図書館に通う機会が増えます。レファレ
ンサーも大忙しになります。この授業を通して情報を検索する
力もついてきます。そして評価の高いレポート提出者には、授
業時間中に発表機会も与えています。発表では、フロアの学生
からの質問もあり、学会の自由論題や統一論題報告に近い経験
を大学 2 年次で体験できます。本日この研修会に参加している
学生たちは、｢大学の社会的責任｣ について調査して報告の機
会を得ています。学生たちは非常に緊張して臨みますが、多く
の人の前で話すいい機会になっています。
　学生の感想では、「他の学生の発表を聴いて、授業で学んだ
ことを取り入れており、刺激になった」「調べてみると様々な
事実が明らかになり、とても面白かった」等の勉強になったと
の意見が聞かれました。また、教員にとっても、他の授業でやっ
ている内容を知る機会にもなり、学生から学ぶべきものも少な
からずありました。
　経営学部では、このような双方向コミュニケーションの授業
に取り組んでいる教員が50名中10名ほどいます。コミュニケー
ションペーパーの整理等に大きな労力を費やすこととなるので
組織ぐるみでＴＡ等を活用できるようになればよいと思います。
経営学部の学生のパワーポイントの活用能力は、高いものがあ
り、発表の機会を経験することにより、学生の自主性、提案能
力を引き出し、就職の面接やエントリーシートの作成等、物怖
じせずにしっかりとこなせるようになっています。
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〔第二部〕

パネルディスカッション

　コーディネーター　鳴瀬　成洋　教授
　　　　　　　　　　（ＦＤ全学委員会経済学部委員）
　法学部　　　篠森　大輔　准教授
　経営学部　　海老澤　栄一　教授

　［学生からみた大教室講義］
　経済学部現代ビジネス学科２年次　　相川　木綿子　さん
　経営学部国際経営学科２年次　　　　北村　友樹　さん

鳴瀬
両先生の発表にあったように、お二人は非常に対照的な授業
をしておられます。そこで、両先生の授業を比較して、海老
澤先生には、篠森先生の発表にあったように、経営学の作法
をきちんと教えることについてどのように考えているか、ま
た篠森先生には、海老澤先生のように双方向コミュニケーショ
ンの授業を導入することについてどのように考えるか、お聞
きします。

海老澤
授業で使用するパワーポイントに参照すべき教科書ページを入
れており、自宅学習でそれらを調べることのできる工夫をする
ことで、経営学の作法をきちんと伝えるよう補っています。

篠森
法学部では、講義とゼミの相互補完関係が肯定的にとらえら
れているので、講義での双方向コミュニケーションはあまり
意識されておりません。海老澤先生は、300 人の講義もゼミ
形式でやっおられるわけですが、300 名のゼミと少人数ゼミ
の違いについてお聞かせいただければと思います。

海老澤
少人数ゼミでも何百人の授業であれ、理念的には、学生と１対
１で向き合う授業であると考えています。授業では、学生に質
問等の発言の機会をできるだけつくるよう心がけています。

菊池
法学部の菊池です。理念的には１対１は理解できますが、ど
の学生に焦点をあわせるかが問題です。私は、一番熱心に聴
いていると思われる５～６列目に座っている学生が理解でき
ているかに留意しています。また、今年は、ある授業で平常
点評価を求められて小テストを何回か実施しました。小テス
トをそれぞれ採点してフィードバックしましたが大変な労力
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でした。しかし、小テストを実施することにより学生の理解
度を随時把握することができました。

鳴瀬
経済学部でもＴＡを使って小テストを実施していますが、双
方向コミュニケーションの授業はどのようにいたらうまくい
くとお考えでしょうか。

海老澤
全学が行っている学生の授業アンケートは学期末に実施され、
フィードバックの効かないワンウェイになっています。翌年
度履修する学生のための授業改善の参考にはなりますが、リ
アルタイムのコミュニケーションにはなりません。教員はコ
ミュニケーションペーパー等を活用して毎回学生の理解度を
チェックし、翌週に学生にフィードバックする。そのタイミ
ングは早いほうがよいと思います。

齊藤
FD全学委員の齊藤です。大学の授業支援システム「ドットキャ
ンパス」では、Web 上で手間なく簡単に小テストが実施でき、
理解度を測ることができます。皆さんにも活用していただき
たいと思います。

日比野
FD 全学委員の日比野です。「ドットキャンパス」の問題は、
授業内で使えないところにあります。授業後になると課題に
取り組む学生も少なくなってしまいます。

齊藤
Web による回答率は、10 ～ 15％ですが、理解度を測る参考
にはなると考えています。

鳴瀬
小テストの採点にはマークシートも活用でき、経済学部では

「経済入門」という科目の小テストでそれを利用しています。
ところで、北村君にお聞きしたいのですが、一方向的講義型
授業と双方向型授業の良い点や改善すべき点についてお聞か
せください。

北村
双方向型では、他の学生の優秀な意見や新しい視点を聞ける
のは良い点だと思います。また文章の書き方についても添削
されてフィードバックされるのがいいです。ただ、返却が遅
くなるとレポートを書いたときの内容を思い出せなくなるた
め早く返してほしいものです ( 笑 )。

鳴瀬
篠森先生は教える内容をクリアに整除して教えていて、毎年、
講義資料を 3 分の 1 も改訂されており、大変感心しました。

しかし、それらのすべてが学生に伝わらないこともあるかと
思います。そこで相川さんにお聞きしたいのですが、学生か
らみてクリアな授業とはどういうものでしょうか。難解だけ
どわかる授業とはどういうものか、学生の視点からどう考え
ますか。

相川
１年次の教養科目の授業で講義資料を多く配付してくれた先
生がいましたが、自分が先生の熱意に応えられませんでした。
勉強に対するモチベーションも今とは違ったと思います。先
生が大変な準備をしていることは理解できましたが、学生側
がどう理解していくのかという問題があります。理解する努
力をしていない学生が多いと強く思います。ただ授業を受け
て、ありたまえのようにプリントをただもらっているだけの
学生が多いです。また、「ドットキャンパス」を利用している
別の先生からは自主課題に取り組むよう指示がありました。
正答率の悪い部分を次回の授業でフォローされていました。
積極的に対応している学生が多くおり、自主課題に取り組む
ことで授業の理解が深まりました。

鳴瀬
教員は学生のインセンティブを引き出すことが大事ですね。

篠森
私の講義の最大の欠点は、講義の過程で学生の理解度・知識の
定着度を確認するまでには至っていないことです。自主課題と
してレポートの提出を求めていますが、最終評価の時に下駄を
履かせる材料とする程度のものにすぎません。私の担当科目は
基本中の基本科目ですが、学生がそこで得た知識を直接的に社
会で使用することは、離婚など人生の一大事のときをのぞいて
ほとんどありません。大切なことは、丸暗記をやめて、「勉強
の仕方を勉強」してもらうことだと考えています。

鳴瀬
海老澤先生は、学生の学ぶ姿勢や知識の定着ということにつ
いてどのように考えていますか。

海老澤
私が学生の時、レポートの作り方が悪いと先生に破られまし
た。そこで段落や小見出しのつくり方を学びました。私は、
文章に段落のないものは評価の対象外としています。読み書
きの仕方については、あらゆる授業を通じて教えることがで
きるものだと思います。卒論のない私立大学では、段落のな
い論文を書く４年次生がかなり多くいます。これでは社会で
使い物になりません。このことは授業で声を大きくして言っ
ています。
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千葉
学生課の千葉です。海老澤先生の授業を受講していた卒業生
からのツイッターコメントを紹介します。「自分のコメントが
授業で紹介されたことがあり、評価されるということだけで
なく周りの学生がどのように考えているかのきっかけになっ
た。海老澤先生にはお世話になりました。深い意味を持った
授業であり、学生の時は理解できずとも、後になってパッと
わかるような授業でした。」

篠森
私のほうはコメントが入っていないですか（笑）。

斎田
FD 全学委員の斎田です。学問の仕方は、いろいろな先生か
ら教わっていけばよいと思います。お二人の発表は対照的な
発表でしたが、どちらも学生にとっては有意義な授業です。
私は篠森先生に近い授業をやっていて、加えてリアクション
ペーパーも提出させており、次の授業でその内容について解
説しています。講義で多くのことを教えすぎていたので、海
老澤先生のように穴埋めの問題を試みたこともあります。そ
うすると教えるスピードが落ちてしまいます。たくさんの内
容を教えて消化不良になっても困ります。私が学生の時に教
え方が素晴らしい先生がいましたが、教室からでると学生は
何も覚えていないことがありました。また何を言っているか
わからない先生もいました。教えるということはとても難し
いことだと感じています。

海老澤
私の授業アンケートの結果はあまり良いものでありません。し
かし、譬えれば噛む力を教えたいと考えています。食物を栄養
にするには噛まなくてはなりません。授業で新しいことを教え
ますが、それだけでは誰も理解できません。次の授業でリピー
トして理解させ、連続する授業で理解度をあげていきます。一
週間のうちに図書館で専門書を調べることも、ウェブで調べる
こともできます。図書館の利用率も上がります。わからないこ
とを課題として提示することが私たちの使命ではないでしょう
か。むやみに教え込みことはしません。教えるスピードは落ち
ますが後でチャッチアップすることもできます。シラバスの予
定から多少の遅れがでても、トータル的に言えば学生との契約
違反にはならないのではないでしょうか。

鳴瀬
学生さんにお聞きします。多人数、少人数にかかわらず、ど
ういう授業が良い授業なのでしょうか。

北村
１年次の理論系の授業です。通常は知っている学生同士で席
に座ってしまいますが、授業開始後、席替えをして知らない
学生同士話し合わせる授業でした。普段一緒にいる学生では
なかったので逆に真剣に議論することができました。

相川
良い授業は、私の所属するゼミです。いきなり課題を出され、
班で２回集まって、先生の教科書を要約させられました。顔
もよくわからない班長から連絡が来て、図書館に集まって役
割分担を決めました。その時は、教科書の内容を読まずペー
ジ数で分担しました。模索しながらも自分たちでやる機会を
作ってくれました。一緒にいる仲間だと、頼ってしまったり、
相手の能力がわかっているので自分が手加減をしてしまう。
でも、ゼミの課題をやるときは、何もわからない状況におか
れてかえって積極的になれました。講義でもそのような機会
があればいいと思います。一方悪い授業は１年次の教養科目

でした。人数も多く、全然先生が学生に視線を向けませんで
した。プリントを配付してパワーポイントで説明する授業で
したが、教室も暗く、説明するときは先生が下を向いていま
した。それが一番いやでした。高校までは先生と目が合い、
自分の存在を確認できました。その教養科目を受けた時、自
分が勉強する意味を考えてしまった。そういう感覚になって
いる学生は多いと思います。海老澤先生のように先生が近く
に来てくれるだけでいいのです。自分が何をしているのか麻
痺してしまうところがあります。自分が何をしなければなら
ないのか刺激を与えてくれる授業がいい授業だと思います。

鳴瀬
率直な意見をありがとうございました。我々教員は学生の存
在を忘れてはならない。良い授業をして新しい人と出会い、
新しい知識や環境に出会う場をつくる、学生に模索させなが
らやらせることが大事なのだと思います。今日はお二人の先
生から対照的な授業実践の発表を伺いましたが、それぞれ熱
のこもった授業を行っておられることがわかりました。また、
非常に熱心な学生さんに参加していただいて学生の立場から
みて良い授業とはどのようなものかを考える機会になりまし
た。教員は研究しなければなりませんが、それは教材研究や
教え方の研究も含めての研究です。学生も伸びてやろうとい
う意識を持たなければなりません。そのような双方向・相互
関係のなかで良い授業が創造できるものだと思います。学生
も教員も大学当局もお互いに努力しながら歩んでいけたらよ
いと思います。本日はありがとうございました。
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　法学部では多くの教員が大教室での授業を抱えている。そ

のため、大教室においていかに学生の理解度を向上させるか

は、共通する大きな課題である。そこで本年度は、学部でも

FD 活動のテーマの１つとしてこの課題を取り上げた。

　法学部と法学研究科の教員で構成される「法学・法学研究

科 FD 懇談会」では、この課題をめぐって、大教室授業をご

担当される先生方から、学生の理解度を向上させるために行っ

ている様々な工夫をご披露いただき、意見交換を行った。そ

のうち一部は、後期に開催された FD 全学委員会主催の「FD

研究会」において、篠森大輔先生がお話してくださったとお

りである。ここでは、研究会では紹介されなかった工夫例や、

別の機会にお寄せいただいた法学部の先生方の工夫を、本年

度の法学部の FD 活動の報告として、ご紹介させていただき

たいと思う。

　大教室講義で学生の理解度を高めるために、どのような工夫

をしているか。特に法律の科目は、大学に入って初めて学ぶ科

目であるため、中身だけでなく学ぶこと自体にも未経験の学生

達にとっては、かなりハードルが高い。そこで、教えるにあたっ

てそのことへの配慮も必要となってくるのであるが、この点に

ついては、中身が高度である分、「授業形態はできるだけ高校

とのギャップが小さい形になるよう配慮する」という話があっ

た。その上で、「内容・専門用語について噛み砕いた説明をする」、

「話があっちこっち飛ばないように、あらかじめ順序立てて整

理しておく」、「話の筋が分かる程度のポイントは板書しながら

進める」などの配慮をする。そうすると、学生から出てくる感

想は、「わかりやすい！」「おもしろい！」

　また、大教室における学生の集中力の低下は、悩ましい問

題であるが、それに関する工夫として、「講義の間は教壇をか

なり動き回ることで、視覚的にもワンパターンになることを

避ける」や、「眠くならないように変化をつけて（一本調子に

ならないよう）しゃべる」などの日常の工夫、「講義の随所で

法学部の FD 活動報告

時事ネタを取り入れ、ギャグや冗談などもいれる」、「『ここは

重要』とか『ここは試験に出る可能性が高い』など注意を喚

起する」など、話術をつかって学生の集中力を保たせる工夫

が紹介された。

　これらに加えて、効果が期待できそうなのが、「重要な点を

あえて、黒板に書かずに、書きとれるほどのスピードで口頭

で発表し、ノートテイキングをなかば強制的に促す」という

方法である。これは、教師の話を聞きながら書きとるトレー

ニングとして行われるものでもあるが、教室の静寂にもつな

がり、私語をしづらい環境自体をつくりだしているという。

　授業中の私語については、間髪をいれず注意をする、叱責

する、私語をしている学生自身が注意を受けていることを自

覚できる形で具体的に注意する、などの意見が多かった。な

ぜ叱責したのかについて諭すことにより、他の学生にとって

も教育効果を期待する、などの意見もあった。このようなク

ラスでは、学生の感想は、「他の先生は教室がうるさくても注

意してくれないが、先生には感謝」。

　法学部においては、あまり最新（？）機器を用いての授業

を行っている先生は、多くはないようであるが、その中で教

材に工夫されている先生からは、「関連する視聴覚教材を最大

20 分程度利用することで毎回の講義の進行ペースに緩急をつ

ける」、「ゲスト講師を呼ぶことで異なった視点を提供するな

どして、学生に関心を持たせる取り組みをしている」などの

工夫例のご紹介があった。

　また、大教室講義における双方向的なコミュニケーション

として、おそらく相当な時間を要するのではないかと想像さ

れるのであるが、課題提出を義務づけ、課題についてコメン

トをつけて返却するという方法で、授業外で学生とのコミュ

ニケーションをとる、という話も伺った。

　来年度は、より多くの先生から、それぞれ工夫されている

取り組みをお聞きするとともに、お互いに授業に実験的に取

り入れたり、その成果について意見交換を行ったり、次の段

階にすすんで行ければ、と考えている。本年度もいろいろと

ご協力、ありがとうございました。

法学部 FD 全学委員会委員　柴田 直子

大教室における学生の理解度向上のための取り組み
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【主な活動内容】   

１　授業アンケート結果に基づく組織的な改善
　　 ～自己点検・評価「授業アンケート結果に基づく

　　 　組織的な改善」に係る進捗状況報告について

　本学は、2009 年度に ( 財 ) 大学基準協会の大学評価（認

証評価）を受審し、「適合」の評価を得たが、授業アンケー

トに関しては「組織的・系統的には利用されていないので、

ＦＤの一環として組織的に活用する」よう助言を受けている。

大学院各研究科及び各学部にて検討・実施されている「授

業アンケート結果に基づく組織的な改善」についての進捗

状況を集約した。これら各組織における組織的な取り組み

について、ＦＤ全学委員会委員による学部横断的な点検・

評価を加えて、全学的組織的な教育改善に繋げることとし

ている。

 2　2011 年度教育改革のための学生による
　  授業アンケート実施 

対象科目：ＦＹＳ（ファースト・イヤー・セミナー）全科目
実施時期：2011 年 7 月 7 日（木）～ 7 月 20 日（水）
　学修進路支援委員会の依頼により、経年比較が重要と考
え、2010 年度全学で実施された授業アンケートの結果を
踏まえて検証し、更なる改善を検討するために、ＦＹＳに
おける授業アンケートを実施した。
　集計したアンケート結果は、各教員に個別アンケート
集計結果を配付し教育改善への活用を促進した。また、
組織的活用については、学修進路支援委員会に分析を依
頼した。

 3　授業アンケート等ワーキンググループの活動
　　～ 2012 年度授業アンケートの質問項目・実施要領の検討

　ＦＤ全学委員会では、2010 年度に全教員（非常勤講師

を含む）・全科目（但し、ゼミナール、卒業研究、実験実習

科目を除く）にて実施された授業アンケートの組織的活用

例を提示し、各学部及び各教育協議会等における「授業ア

ンケート結果に基づく組織的な改善」の促進を行った。

また、ＦＤ全学委員会では、2012 年度実施の授業アンケー

トの調査設計を行い、アンケート名称を「教育改革のための

学生による授業アンケート」からより具体的に「教育改善の

ための学生による授業アンケート」に改める予定にしてい

る。組織的な改善に繋がる質問項目として「授業を履修して

よかった点」を具体的に選択肢から選ばせる方法に改訂し、

クロス集計等により活用できるよう工夫をしている。さらに

初年次教育科目「ＦＹＳ（ファースト・イヤー・セミナー）」

の授業アンケートは、2010 年度に引き続き独自の質問シー

トを用意するとともに、学生の生の声を教育（授業）改善に

活かすために自由記述を冒頭に置き、「良い点」や「改善に向

けての具体的に提案」を記述させることとしている。

 4　学生参加型の本学教員によるＦＤ研修会の開催

■第 1 回「ＦＹＳの授業実践報告
　　　　　―教員・ＳＡ・学生による授業の創造―」

日　時：2011 年 11 月 2 日 ( 水 )　15：00 ～ 17：00

場　所：横浜キャンパス　　　　　1 号館 804 会議室

　　　　湘南ひらつかキャンパス　11 第 1 議室 （ＴＶ会議システム）

参加者：46 名

　2011 年度第 1 回ＦＤ研修会は、「ＦＹＳの授業実践報告
－教員・ＳＡ・学生による授業の創造－」をテーマとして初
年次教育科目ＦＹＳ ( ファースト・イヤー・セミナー ) の授
業実践がどのように進められているのか、代表的な授業の実
践事例を報告するとともに、授業を受講した学生及び授業を
支援（サポート）したＳＡ（スチューデント・アシスタント）
の意見を交えながら、より効果的なＦＹＳの授業の創造につ
いて協議することを目的にＦＤ研修会を開催した。本研修会
は、これまでの外部から講師を招聘して開催するＦＤ研修会
とは異なり、本学の学生を交えて授業での実践的な取り組み
を報告するもので初めての試みであった。

■第 2 回「大教室での授業実践報告
　　　　　―多様化した学生に対する効果的な授業の創造―」

日　時：2012 年 1 月 17 日 ( 火 )　15：00 ～ 17：00

場　所：横浜キャンパス　　　　　1 号館 804 会議室

　　　　湘南ひらつかキャンパス　11 第 1 議室 （ＴＶ会議システム）

参加者：30 名

　2011 年度第 2 回ＦＤ研修会は、「大教室での授業実践報
告－多様化した学生に対する効果的な授業の創造－」をテー
マとして開催した。大教室の授業改善は、高等教育へのユニ
バーサルアクセスの時代を迎え、中規模以上の私立大学が共
通に抱えるＦＤの課題であり、ＦＹＳの授業実践報告と同様
に学生参加を得て、多面的な検証を行い、組織的な授業改善
に役立てられた。

2011 年度 FD 全学委員会活動報告

（8 ページへ続く）
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2011 年度ＦＤ全学委員会委員
〔委 員〕

委員長　横倉 節夫、副委員長　齊藤 隆弘、法学部　柴田 直子、経済学部　鳴瀬 成洋、経営学部　海老澤 栄一、外国語学部　後藤 政子、人間科学部　杉山 崇、
理学部　川東 健、工学部　前森 健一、学修進路支援委員会　斎田 真也、学生生活支援委員会　瀬戸 正弘、メディア教育 ･ 情報システム委員会　日比野 欣也、
入試管理委員会　渡邉 良男、大学院学務委員会　中村 壽宏 ( 以上 14 名 )

〔オブザーバー〕
学生生活支援部事務部次長　千葉 陽史、学部･大学院事務課課長　木内 由美子、情報システム推進部長　金丸 壽男、入試センター事務部長　明比 卓 ( 以上 4 名 )

〔事務局〕
学長室室長　村川 千鶴、学長室次長　武井 正善、学長室課長　旭 馨、新倉 一禎、学長室　鈴木 秀隆、梅香家 睦子 ( 以上 6 名 )

 5　ＳＡ（スチューデント・アシスタント）の取り組み 

　「2010 年度以降のＦＹＳに関する基本方針」にある「スチュー

デント・アシスタント ( 以下「ＳＡ」という。) 制度」に基づき、

2010 年度、2011 年度にＳＡの活用を試行的に実施した。

　ＳＡの配置は、ＦＹＳ授業担当者が希望した場合による必

要な授業に限定し、｢学校法人神奈川大学学生アルバイト規程｣

に基づいて運用した。試行的実施のためＳＡを使用した授業担

当者は少数であったが、教員及びＳＡ協力学生のアンケート結

果及びＳＡ懇談会での学生ヒアリング結果によると、ＦＹＳが

効果的に実施できたとの意見が多くみられた。

　ＳＡ制度の規程化及び他の科目への適用については、運用

が安定した時点で改めて検討することとする。

 

 6　神奈川大学教育支援センターの開設準備
　　（2012.4.1 開設予定）

　2012 年 4 月教育支援センターの開設に向けて規程制定及

び開設準備室の設置がなされた。

　教育支援センターは、本学における教育の質向上のため、教

員の教育改善を組織的に支援するＦＤ活動並びに、そのＦＤ活
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動の一環として学生の大学生活及び学修への適応を支援する活

動を行うことを目的として設置する。

(1) ＦＤ ( ファカルティ・ディベロップメント ) 活動
　  ―教員の教育改善を組織的に支援する活動―

　各学部・研究科ＦＤ委員会と連携し、ＦＤ活動に関する研究・

企画等を通じて、教員の日常的教育改善活動を支援する。

(2）「ＫＵスクエア」での学生支援活動
　　 ―学生の大学への適応を支援する活動―

　横浜及び湘南ひらつかキャンパスに専用スペースとスタッ

フによる相談・支援体制を整備し、学生の大学での生活及び

学修への適応を支援する学生支援活動を行う。

 7　ＦＤニュースレター 年 2 回発行

● No. ４　　発行日 2012 年 1 月 31 日
① FD 全学委員長「FD 活動と授業改善」　② 2011 年度第

1 回 FD 研修会の実施報告　③外国語学部の FD に関する活

動報告　④経済学部 FD 実施委員会の活動報告

⑤特別講演会報告「分野別参照基準と大学の教育改善」

⑥ 2011 年度ＳＡの実施報告　⑦全国私立大学 FD 連携

フォーラム「実施的 FD プログラム」案内

● No. ５　　発行日 2012 年 3 月 31 日
① FD 全学委員会副委員長挨拶「優れた教師に学ぶ」

② 2011 年度第 2 回ＦＤ研修会 ( 大教室での授業実践報告 )

の実施報告　③法学部の FD 活動報告　④ 2011 年ＦＤ全

学委員会活動まとめ

 8　2011 年度ＦＤ関連研修会・学会への参加
　  及び他大学・高等学校実地視察
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