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1　 学生の学習意欲を向上させるために

2　 2012 年度第 1 回 FD 研修会の実施報告

　このような書面にふさわしくない話ですが、冒頭から私の恥ずかしい

話を書きます。1984 年に大学に入学した私は、当時からとてもひねく

れており、凝り固まった考えをしていました。「研究をする人になりた

い。専門の科目は興味があっておもしろく、自発的に勉強がしたい。そ

れ以外の科目は、強い興味はないが、講義だけは出よう。」このような

考えのもと、特に興味のある科目以外は、講義に出るだけで、自宅学習

はほとんどしませんでした。その結果、語学などは特にひどい成績で

した。当時、英語が 6 単位、第二外国語が 4 単位の必修でしたが、第二

外国語のドイツ語でも再履修を経験し、英語については特にひどく、二

年次の前期でほとんどの同級生は必要な単位を取得していきましたが、

私は四年次の後期まで再履修を続けました。現在でも英語で大変苦労

するという有様で、大学でほとんど成長しなかったと後悔しています。

　学生時代に私がどのように考えていれば、元から興味のある科目以

外でも学習意欲が沸いたのでしょうか。私のような失敗を学生にはし

てほしくありません。私は次のような話を学生にします。(1) 将来役

に立つから学びなさい。(2) 親を喜ばせてあげなさい。(3) 無知は罪で

す。(4) 自分で考えて行動をとるために多くのことを知りなさい。(5)

幅広い知識（教養）を身につけて魅力的な人間になりなさい。(6) 豊

かで楽しい人生を送るために多くのことを学びなさい。(7) 自由にな

るために学びなさい。(1) の考え方が当てはまりにくい科目もありま

す。大学の科目では、当てはまりにくい科目の方が多いのではないで

しょうか。間違った考え方ではありませんが、ここまで割り切ると寂

しい気持ちにもなります。(2) の考え方にはご批判が多いかもしれま

せん。しかし、誰かに喜んでもらえることは一つの動機付けになるも

のと思います。(3)の考え方も当てはまりにくい科目の方が多いでしょ

うか。生物学の講義で遺伝性疾患や障がいについて話す機会が私には

あります。知らないが故に誰かを傷つけてしまう

ことがありますから、様々な状況の人がいること

を思って行動してほしいと話しています。同時に

自分でもよく考えます。(4) の考え方は (1) に近い

ですが、直接役に立つ知識か否かという違いがあ

ります。遺伝子組換え食品は危険でしょうか。こ

の知識が仕事にいかされるという人は少ないと思います。しかし、子

を持つ親となったときなど、遺伝子組換え食品についての知識があれ

ば、大きな不安を持つことなく、自分なりの行動がとれると思います。

(5) と (6) の考え方は近いものです。多くの話題で会話できる人は魅

力的です。より会話が弾むことでしょう。あるいは、その人自身はきっ

と豊かな人生を送っていることと思います。(7) の考え方は、スポー

ツや語学を例にあげるとわかりやすいと思います。ルールをよく知ら

ない状態では満足にその競技を行うことはできません。文法や単語を

知らない状態ではその言語を自由に使うことはできません。このこと

はすべてに当てはまるように思います。幅広い教養は人生をも自由に

してくれるのではないでしょうか。

　私自身の恥ずかしい過去と学習意欲向上のための稚拙な考え方を述

べてきました。また、技術的な内容ではなく、精神的な話に終始しま

した。もしかすると、私はまったくの見当違いをしているのかもしれ

ません。ご批判やご助言いただければ幸いです。

　学生には私のような失敗はしないでほしいです。一教員の考えるよ

うなことではないかもしれませんが、学生全員ますます幸せになって

ほしいと心から思います。幸い、私のようにひねくれている学生はあ

まりいないようです。素直さは成長のための大きな潜在能力です。学

生の学習意欲を向上させるために私たちは何かできるはずです。

学生の学習意欲を向上させるために 工学部FD委員会委員長　朝倉　史明

3　2012 年度第 2 回 FD 研修会の実施報告

4　障がいのある学生支援報告
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〔第一部〕

1. 基調報告

FYS 授業アンケート全体の結果

学修進路支援委員会／ FYS・副専攻教育小委員会
委員長　石黒　敏明

　今年度は、学生による授業アンケートに加えてＦＹＳ授
業担当者からＦＹＳ授業内容報告書を提出され、石黒委員
長から主な意見について紹介があった。

「授業アンケートから FYS を考える—よりよい双方向型授業を目指して」

　これらの２つの調査結果を踏まえてＦＹＳ・副専攻教育

小委員会では、次の 3 点について検討していくとの報告が

なされた。

①授業内容の統一スタイルと実際の授業での多様性との

　関連で各学科単位クラス編成の是非について

②不均等な成績評価方法に対しての基準策定について

③当初全学協力体制を想定して始まったＦＹＳが年月の経

　過とともに進化してきたが、ＦＹＳをさらに効果的な授

　業とするために将来の方向性及び到達目標等の根本的な見

　直しについて

2. パネルディスカッション

　【横浜キャンパス】
　　■人間科学部　　　 杉山　祟 准教授
　　　人間科学部１年 　酒井　宥輔 さん
　　　人間科学部１年　 白川　琴野 さん

2012 年度神奈川大学第 1 回ＦＤ研修会報告

日　時：2012 年 10 月 31 日 ( 水 )　15：00 ～ 17：00
場　所：横浜キャンパス  　　　 1 号館 308 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 54 名 ( 横浜 38 名内学生 14 名、 湘南ひらつか 16 名内学生 9 名 )

主　催：FD･ 学生支援推進委員会
目　的：2011年度第 1 回 FD 研修会「FYS の授業実践報告～教員・SA・学生による授業の創造」では、

代表的な FYS 授業の実践事例の報告をもとに、授業を受講した学生及び授業をサポートした SA（ス

チューデント・アシスタント）の意見を交えながら、より良いFYSの授業について検討を行った。今回は、

前回の研修会の成果と学生の FYS 授業アンケートの結果を踏まえ、さらに具体的な課題について、

学生と担当教員の両者が協議する場を設定した。そして、その協議内容からでてくる FYS の効果的

な双方向型授業への改善に向けた提言の策定を目指した。

〔肯定的な意見〕

●学生のことを本当に良く考えてくれていることがよく伝わった。

●学生同士が話し合うことの大切さが学べた。多勢の前で自分の

　言いたいことを言うことがどれほど難しいのか分かった。

●レポートの書き方や、プレゼンの仕方など基本的なことを学べ

　る。学生が行動して、先生と一体となって授業を進められた。

●普段の大学の授業では教えてもらえない基礎を教えてもらえた。

〔否定的な意見〕

●何を目的としているかはっきり分からない。

●学生の積極性が足りない。

●クラスによってやっている内容がまったく違うのでスキルに

　差が出てしまうのではないか？ 

●先生が一方的にしゃべっているだけ→学生にもしゃべらせて

　あげて！

●自分でグループを決められない上、途中でグループ変えもないの

　で、偶然やる気のない人ばかりのグループに振り分けられると大変。

学生による授業アンケート（2012）の自由記述から抜粋

●高校からの導入教育の面を重視して大学生としての自覚を促す

　ことに力を注いだ。

●レポート作成及びプレゼンテーション能力の向上度を重視した。

●小テストを頻繁に実施し、結果をフィードバックすることは極

　めて有効と思われる。

● FYS の内容が盛りだくさんで、どこに焦点をあててよいのか

　わからない。

●授業計画が固定されているため授業運営が難しかった。

●学生に具体的な指示を出さないと何をやっていいかわからない。

●学生のレベルに合わせると授業計画の通りにできないことが多い。

●基礎的な日本語能力を育てる教育が必要である。

●昨年はフリーライダーが大勢出たので今年は個人発表にしてみた。

●個人作業とグループ行動とのバランスを考える必要がある

教員の授業内容報告書（2012）の自由記述から抜粋
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　授業アンケート結果について、教員の感想と学生の意

見を交えながら授業について報告された。

　「毎回の授業に積極的に取り組みましたか」「この授業

をきっかけにして友達ができましたか」という設問に対

して「授業への積極性と友達づくりは連動し、初対面で

コミュニケーションをとることができれば積極性が上が

り友達ができる」との学生からの意見があった。

　また授業での班分けは、ランダムで行ったため班によ

り積極性に差があり、班の中に人任せ感のある学生 ( フ

リーライダー ) がいた。授業の各テーマは、その内容を

十分に深めることができず、「この授業の目的が理解でき

ましたか」という設問では、約半数から ( あまり ) 理解

できなかったとの結果が出ている。これに対して学生か

ら「目的はもっとシンプルに提示してもらい、継続的な

テーマであるほうが好ましい」とのコメントがあった。

　授業アンケート結果に学生の視点を加えることにより、

FYS の持つ課題をより深く理解できるパネルディスカッ

ションとなった。

　　■工学部　　 　 立山　暢人 教授
　　■経済学部 1 年 野村　香代 さん
　　■経済学部 1 年 加賀　久美子 さん

　最初に「FYS は自分が担当する授業の中で一番難しく、

それだけにやりがいがある」との感想が述べられた。「FYS

には多岐にわたる教育目標があるが、モットーとしてい
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ることは、自分の考えを相手に伝え、相手も話をきちん

と聴くこと。」授業では毎回一人３分間の発表をさせて友

達づくりの材料を与え、コミュニケーション能力を向上

させている。授業アンケート結果「予習・復習をほとん

どしていない」については、立山教授から「経験上では

予習が必要だと学生は授業に出席しなくなってしまう」

との報告があった。また、自由記述の改善要望にグルー

プ分けを望む声があったが、班長に負担がかかるため個

別の発表としているとのことであった。

　学生からは、「授業内容に今週の目標や先週の反省という

時間があり復習できて良かった」「自己紹介をしたり、自

分の考えを発表する場があったので友達がつくりやすかっ

た」「他学部の FYS を担当する場合は、その学部の SA( ス

チューデント・アシスタント ) の活用も効果的である」な

どのコメントがあった。

　【湘南ひらつかキャンパス】
　　■経営学部　　　関　真彦 助教　 
　　　経営学部 1 年   関　隼さん
　　　経営学部 1 年　冨澤　忠勝さん
　　■理学部　　 　　泉　進 教授
　　　理学部 1 年 　  布施　季世乃さん 
　　　理学部 1 年 　  山本　華蓮さん

　湘南ひらつかキャンパスでは、関助教と泉教授の FYS

合同のパネルディスカッションが行われた。

　FYS の目的について、関助教が「人前で論理的に話せ

る力をつけることと友達づくり」としているのに対して

泉教授は「スチューデントスキル（大学生に求められる

常識）とアカデミックスキル（レポートの書き方等）をしっ

かり身につけさせる」とのコメントがあった。

　学生からは「レポート学習は、レポートを書く授業を

受講すればよく、ＦＹＳではプレゼンテーションに重点

をおいてグループ学習や人との係わりを大事にして対話

や意見交換を中心にしたらよい」「FYS は、最初の友達を

つくる場として大切。席が固定でなければもっとコミュ

ニュケーションがとれて輪が広がった」などの意見が聞

かれた。
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〔第二部〕ワークショップ

よりよい双方向型授業への提言にむけて

　第一部の基調報告、パネルディスカッションの内容を受

けて、参加者全員（学生、教員、職員）が 5 ～ 6 名の小グルー

プを作り、グループ内で意見交換を行った。最後に各グルー

プから出てきた意見を発表した。主な意見は次のとおりで

あった。

●教員間のコミュニケーションがなく、授業の目的が教員
間で共有されていない。そのため、学生にも目的が伝わ
らないことがあり、クラスによって授業内容が異なるこ
とについて学生から不満が出ている。FYS に限らず、学
部・学科で教員同士が意識合わせをした上で、授業内容
をデザインしていくべきであろう。

● FYS がスタートして 6 年が経過した。もっと早くこのよ
うな反省会や振り返りの場を設けて欲しかった。FYS の
授業計画には多くの内容が盛り込まれており、テキスト
を使用する教員と使用しない教員がいる。FYSのカリキュ
ラム上の位置づけの再確認及び授業計画の構成を見直し、
テキストは新しいニーズとマッチングさせる必要がある。

●学生からの意見では、クラスによって課題の量に差があ
り、課題を提出できず 1 回休んでしまうと続けて授業に
出席する勇気がなくなる恐れがあった。特に独り暮らし
の学生は、1 年次前期は生活環境づくりをするのに精一
杯だったという声があった。一方、上位年次の学生から
は、今になってアカデミックスキルは 2 年次以降の授業
に役立つことがわかり、大学生活に必要なスキルである
ことを教員からもっと伝えて欲しいとの声もあった。

● FYS のグループワークは、同じグループ以外の学生とは
殆ど面識がなくなってしまうことがある。グループを作
らず全体で意見交換をする場合は広く浅くクラスの仲間
を認識することができる。クラス全体のバランスを考慮
する必要がある。

●教員の専門分野をオムニバス形式にして複数の担当教員
を充てれば、授業内容が均一になるのではないか。プレ
ゼンテーション等各課題について教えることが得意な教
員が担当したらよい。

●現状の授業内容は盛りだくさん過ぎるので「FYS Ⅱ」を開
講したらよい。

●参加学生にとってはこの研修の結果がどう活かされ、ど
う改善されていくのかが興味深い。我々教職員も、この
研修会を次にどうつなげていくかを模索しなければいけ
ない。

　FYS は神奈川大学の初年次教育の中で大きな役割を担っており、FYS の質を高めることで新入生の大学生活およ

び大学での学び方への適応の質を高めることができる重要な授業と位置づけられている。そのため、FD 研修会として、

2011 年度の「FYS の授業実践報告～教員・SA・学生による授業の創造」に引き続き、今年度も FYS に関する研究

会が企画・実施された。

　今年度は、昨年度同様に FYS を統括する学修進路支援委員会 FYS・副専攻教育小委員会委員長（外国語学部石黒

教授）から FYS アンケートの集計及び、担当教員の授業内容報告書に関する基調講演をいただいたのちに、昨年の

研修会で教員による工夫とその工夫への学生の生の声を中心に討論されたことを踏まえて、「よりよい双方型授業を目

指して」という副題のもとで、担当教員と受講生の対話のプログラムを行った。また、新しい試みとしては参加者全

員が参加して５，６人の小グループに分かれて「よりよい双方向型授業」のあり方を議論し、小グループごとに議論の

内容を提言として報告してもらうワークショップを行った。ワークショップは予想以上に活発な議論がなされて多く

の提言が出された。ワークショップの時間が少なかったという声があったことは今後の課題である。また授業アンケー

トをもとに教員と学生が対話する企画が部分的な試行に終わったことも今後の課題である。なお、ワークショップの

成果としての提言をどのように FYS の改善に活かすか検討することも次の課題であると思われる。

FD・学生支援推進委員会委員（人間科学部・准教授）杉山　崇

( 第 1 回 FD 研修会企画担当 )



「大教室の授業改善 —学ぶ楽しさを伝える授業とは？—」
2012 年度神奈川大学第 2 回ＦＤ研修会報告

日　時：2012 年 11 月 7 日 ( 水 )　15：00 ～ 17：00
場　所：横浜キャンパス  　　　 1 号館 308 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 45 名 ( 横浜 32 名内学生 7 名、 湘南ひらつか 13 名内学生 8 名 )

主　催：FD･ 学生支援推進委員会
目　的：2011 年度第 2 回ＦＤ研修会「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

創造～」では、講義資料、私語対策、コミュニケーションペーパーなどの大教室での授業実践の

取り組みが紹介され、パネルディスカッションで効果的な授業について議論を深めた。

今回は、前回の研修会を振り返り、さらに多くの学生からの意見に耳を傾け、大教室での効果的

な授業への改善に向けた提言の策定を目指した。
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〔第一部〕

1. 授業実践報告

大講義室での授業について

経済学部　三島　斉紀 准教授
( ｢経営学Ⅰ・Ⅱ｣　火曜２限　履修人数 約 450 名 )

　経営学（約 450 名）および人的資源管理論（約 150 名）

の講義を担当している経済学部教員の三島斉紀と申します。

　先日、大講義室において実践している種々の工夫につ

いて報告してほしい旨の言葉を FD・学生支援推進委員会

より承りました。しかし正直申しまして、大したことは

何も行っていないということをまず告白しなくてはなり

ません。ただ、一つだけ私がこれまで継続して行ってき

た事柄がございますので、今回はそれをお伝えさせて頂

ければと思います。それは、授業の最初の 10 分間を使っ

て、何故この授業を学ぶ必要があるのかということを学

生たちに意識させるようにしてきたという点です（これ

は、主に新聞記事等の資料を使って行っております）。

　学生たちは、いずれ就活に向けて動きだし、卒業後は

社会人として働かなければなりません。そのため、自分

たちが大凡 700 日後、また 1000 日後には社会人となっ

ているという点を強く意識してもらいたいと私は考えて

おります。また、その時になって困らないよう今から基

礎的な経営理論や現状等に関する知識を得てもらいたい

とも考えております。しかし、単位を得られさえすれば

よいと考えているだけの学生が一部見られることも確か

です。つまり、今後自分が直面するだろうことと今から

行われる授業が密接にリンクしているということにまで

気付いていない学生もまま見られます。

　そのため、そのように考えている生徒たちを念頭に、

自分たちの将来を具体的にイメージするよう促す必要が

生じる場合もあります。例えば、最近学生たちと一緒に

読んだ記事に、日本で 1 人の従業員を雇うだけの給料が

あればダッカで 50 人の従業員を雇うことができるとい

うものがあります。その記事を一緒に見、君がダッカの

従業員 50 人分くらいに匹敵する仕事ができないのであれ

ば、その会社は日本人を採用するのを手控え、外国に移っ

てそこで現地の人を多数採用することもあり得る（君の

仕事はなくなる）という点を伝えました。この後、企業

の国際化の現状をもう少し知ることに加え、その基本的

な原理は如何なるものなのかも一緒に考えていこうと述

べてから、国際経営の授業に入りました。

　別の時には、非正規雇用の生涯賃金はひどい場合 5000

万円程度であるが、正社員は 3 億程となるというものを

取り上げました。それを学生たちと一緒に読んだ後、定

年を 65 歳、大学卒業時を 22 歳と仮定し、43 年で割る

よう計算させました。正社員の場合、年収が約 700 万円、

12 で割ると月収は約 58 万円となります。しかし非正規

雇用の場合、最悪のケースでは年収 115 万円、月収は

10 万円以下となるということも一緒に確認しました。そ

れから、長い将来にわたって自分の身を守りたいのであ

れば、まず何故このようなことが起こっているのか、ま

たこれについての基礎理論ぐらいは知っておく必要があ

ると述べてから、労務に関する授業に入りました。

　このように授業を行う目的を具体的にイメージさせる

ようにした前と後では、後者の方が明らかに（大講義室

ではあっても）静かになり、講義中に出ていく学生も少

なくなりました。これら授業前の 10 分が、一部の学生た

ちの間で見られる単位を得られさえすればよいという意

識を再考するきっかけとなっているのであれば幸いです。
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応じた解説ができます。LMS を用いた双方向授業は、教

員が良いと思って行っていた独りよがりの授業を、「学生

主体」の授業に転換させることができます。

　一方、問題点としては、パソコン教室の利用という制

約条件があること、4 教室同時開講のため、教員は学生

全員の顔を見て授業を行えないことが挙げられます。

　学生に ｢学ぶ楽しさを伝える授業｣ とは、学生が授業内

容を理解することができ、その内容に興味がわくところに

あります。そのためには、学生が分からないことを気兼ね

なく質問できること、何が分からないかを理解できること、

疑問や興味があることをすぐに調べることができる環境が

必要となります。LMS をはじめとした ICT（Information 

and Communication Technology）の活用はこれらの環

境を提供することが可能であり、大規模クラスでの学生の

満足度を高めるために極めて有効と考えます。

【第二部】ワークショップ

The best of 授業 ～学ぶ楽しさを伝える授業とは？

　第一部の授業実践報告の内容を受けて、参加者全員（学

生、教員、職員）が 5 ～ 6 名の小グループを作り、グルー

プ内で意見交換を行った。最後に各グループから出てき

た意見を学生が発表した。主な意見は次のとおりであっ

た ( 横浜平塚双方の発表は TV 会議システムにて中継 )。

●新聞記事やテレビなどの身近な教材を提示して学生に問
題意識を持たせてから授業を開始するのは大変よい。広
い情報の中から学生に今後の目標性をもたせることもで
き、さらに教員側が先を示すように指導していかれれば、
授業の活性化にもつながる。

●学生が発言しやすい場を創り、学ぶ意図を教員が後押し
してくれるような授業が理想の授業ではないか。

2. 授業実践報告

大規模クラスでの LMS（学習管理システム）の利用実践

経営学部　穂積　和子 教授
( ｢情報システム設計論｣  木曜２限　履修人数 約 300 名 )

( 実習補助員のサポート 有 )

　2009 年度から一般教室で行っていた授業を、パソコ

ン実習室 4 教室 ( 同時開講 ) に変更して授業を行ってい

ます。この授業では LMS( 学習管理システム :Learning 

Management System) の機能を利用して大規模クラスで

の双方向型授業を実践しています。

　パソコン実習室の LMS を利用した授業のメリットの

１つとして、私語がなくなり、授業を聴きたい学生の満

足度を高めることができ、学生の注意を喚起・集中させ

ることができることが挙げられます。

　実習室では、授業の内容を LMS のノート機能を利用

してノートを取らせています。また、学生一人ひとりの

パソコン画面を占有しての説明が可能です。特に授業開

始直後は学生が授業に集中しにくいことから、最初の 10

～ 15 分を利用して前回の「小テスト」の解説と質問に

対する回答を行っています。また、学生は分からない専

門用語をすぐにパソコンで調べることが可能です。

　この「小テスト」は以前から「双方向授業」を実現す

ることを目的として、授業の終わりの 5 分程を利用して

行っています。小テストはその日の授業内容についての

多岐選択式の 10 問ほどの問題と、質問や意見を書く記

述式の問題を、LMS のテスト機能を利用して行うもので

す。小テストの採点結果の集計と学生の質問などは教材

としてアップしてあり、学生は自分の成績や他の学生の

質問をいつでも見ることができます。

　教員にとっては、毎回の小テストにより、学生は何が

分からないかと、学生の授業内容についての要望が分か

ります。教員は次の授業で学生が分からなかった所を再

度詳しく説明することができ、また学生の意見や要望に
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●学生が自分で考え、調べる力をつけていくために、教
員のペースで授業を進めるのではなく、学生のペース
にあわせることも必要である。

●学ぶ楽しさは学生自身が見出すものであるので、学生
の意識が変わらなければどのような授業を行っても改
善されない。学生が将来像を描いて自分の関心のある
ものに関連づけて積極的な姿勢で授業を受講すること
が大切である。

●黒板への板書は教員も大変で、学生も書き写す時間がな
くなる場合がある（学生からの意見）。→横浜キャンパ
スには大型黒板が 4 枚あるので消す必要はなく、また板
書することによりパワーポイントで映すだけよりも学生
を注目させることができる（教員側の意見）。

●教員と学生の距離間が、満足度の高い授業のポイントに
なるため、距離を縮めるために生の声を交換する機会を
増やしたり、教員は履修人数に応じて教授方法や授業の
進め方を変え、教室内を歩きながら問いかける講義をす
ることも有効である。

● LMS により教員に質問がしやすい環境ができてよい。
他大学では twitter( ツイッター ) を利用してリアルタイ
ムに質問できる取り組みもある。本学も学内の SNS を
整備すればより授業が充実するのではないか。

●授業は機材に頼らず、教員の人間性で伝えていく方が学
生に届くのではないか。

●教員の独立性を重視するあまり、受講する学生側は担当
教員によって差が出るので、教員の一定の基準や方針が
あってもよいのではないか。

日　時：2012 年 11 月 17 日 ( 土 )　13:00 ～ 16:55
場　所：横浜キャンパス  　　　 1 号館 308 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：学内教職員　　参加者 43 名
主　催：メディア教育・情報システム委員会
　　　　FD･ 学生支援推進委員会
内　容：本学 LMS(Learnig Management System) である「dotCampus」の活用事例についての講演

※詳細は「メディア教育支援室だより vol.17」をご覧ください。

2012 年度 第 7回メディア教育シンポジウム報告

　今回のテーマは「大教室の授業改善―学ぶ楽しさを伝える授業とは？―」である。本学に限らず大教室講義は、学生

の集中力低下、私語などによる受講環境の悪化、コミュニケーション不足など多くの課題を抱えている。今回の研修会は、

このような問題をＦＤの課題として取り上げるものである。研修会は、2 部構成で行った。第１部では、経済学部で大

教室授業を担当されている三島斉紀先生から学ぶインセンティブを高めるための工夫について、経営学部で複数教室に

わたって行われる大人数の授業を担当されている穂積和子先生からは、学生の集中力を維持するための工夫についてご

報告をいただいた。つづいて第２部では、これらの報告を踏まえて、教員と学生が必ず１人以上入ったグループを複数

作り、ワークショップ形式で「大教室の授業改善」について意見交換をした。

　このような研修会に出席するのは意識が高い学生が多いため、平均的学生の声ではなかったかもしれないが、今回研

修会を終えてみて、学生と教員の双方にとって相手の立場について話が聞けたことを評価する声が大きかった。しかし、

短い時間のワークショップでは、なかなか具体的な改善の話までは出てこなかった。そこで、この課題への全学的な関

心は今後も維持される必要があるであろう。しかし同じ大教室での授業といっても、理論的な科目か応用的な科目か、

対象学生の年次、授業内容によって授業の進め方には違いがある。そこで有効な個別具体的な対応については、学部レ

ベルにおける取組みも期待される。

FD・学生支援推進委員会委員（法学部・准教授）柴田　直子

( 第 2 回 FD 研修会企画担当 )
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コラム 発達障がいのある学生支援に関して

　教育支援センターの多くの機能の一つに障がい学生支

援の窓口がある。多様な障がいをもつ学生の中には、発

達の特定の領域に、大学での学修や学生生活において適

応上の問題を引き起こす、いわゆる発達障がいのある学

生がおり、当センターでは、各学部及び関連部署 ( 健康

管理課及び学生相談室等 ) と連携を図って日常的・継続

的教育支援を行っている。

　発達障がい学生の支援のきっかけは、学生本人及びそ

の保証人が当センターや関連部署に支援を求めてくる場

合と、授業担当者から授業態度やレポート内容から障が

いを抱えていると思われる学生を紹介される場合とがあ

る。これらの学生に対して十分なヒアリングを行った後、

学修に関する ｢困り具合セルフチェックシート｣ を記入

してもらっており、このヒアリング及びチェックシート

の結果から、学修を進める上で著しく困難を抱えている

と判断される場合は、他の学生との平等を基礎とする「合

理的配慮」の範囲内とし、授業時の配慮を依頼すること

にしている。

　発達障がいは、外見上からは障がいとして理解しても

らえない場合が多く、周囲がどのように理解していく

か、学習上のニーズや行動上の難しさについて、大学構

成員全体が今後どのように支援していくかが大きな課題

になってくる。教育支援センターでは、発達障がいにつ

いて理解を促すための活動を関連部署と連携して行うと

同時に支援の実績を積み重ね、学生のためになる支援を

充実させていくこととしている。

　発達障がいとは、「発達障害者支援法 (2005年)」に「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発
現するものと法的に定義されている。

－アスペルガー症候群の学生 ( 例 ) －
　知的な遅れはない、もしくは知的能力は平均より高い場合があるにもかかわらず、社会的な状況判断や対
人関係・対人行動において、その知的能力に見合わない常識のなさや発達的な未熟さを示し、そのため社会
生活や人間関係につまずき、困難にぶつかってしまう。

( 参考　滝川一廣『そだちの科学』通巻 11 号 日本評論社 2008 年 )

教育支援センター
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