
プでの意見のまとめや発表も、学生が行いました。こ
うして本学での FD 研修会は学生参加が当たり前にな
りつつあり、この第一歩は授業改善にとって計り知れ
ない第一歩となるでしょう。
　FD 活動の展開は、こうした全学レベルだけでなく、
特に学部レベルでも進められています。取り上げる
テーマや課題、進め方は、学部によって異なりますが、
それは学部ごとの独自の状況、課題、考え方があるからで、何も画一的
に行う必要は無いと思います。
　もうひとつの柱、学生支援についても、ある部分では予想を超える展
開が見られました。KU スクエアで行われている学生支援のうち、日常
的継続的な学習支援では思った以上の学生が相談に来て、学習相談員の
指導のもと勉学に励んでいます。国語、英語、数学などの基礎学力が不
足していて、大学の授業について行けない（あるいは不安を抱いている）
学生、また、より高いレベルの学力を身に付けたいと考えている学生。
いずれにしても、こうした学生が継続して学習していることは、教育の
質保証の上で、授業改善と並んで大きな役割を果たしますし、本学の長
所になるでしょう。
　また、KU スクエアでは、学生が主体となって展開している活動も見
られました。学生がボランティアで新入生のさまざまな相談にのる活動
や、学生同士が学習支援を行っている活動も生まれました。特に後者は
学生生活支援部が設けた自主活動を進めるプロジェクトの応援を受けた
ものですが、今後さまざまな部署との連携のもとで、さらに学生同士の
ピア・エデュケーション、ピア・サポートへの支援が求められています。
　ただ、その一方で障がいのある学生への支援については、この一年間
手探り状態が続いています。今後は身体障がいだけでなく、発達障がい
の学生への支援も必要になるでしょう。
　センター発足からの一年を振り返って、感想を述べてきましたが、こ
の間の FD 活動、学生支援活動が本学の独自性をもった活動として一定
の成果を挙げつつあることを述べてきました。今後これらを土台に、諸
課題を含めさらに展開することを期待しています。
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1　 一年を振り返って

2　 2012 年度各学部等のＦＤ活動について

　教育支援センターが 2012 年 4 月に発足してから、一年が経ちました。
それまでの FD 全学委員会を改組して、FD・学生支援推進委員会を立ち
上げ、この委員会と一体となって、教育支援センターが運営されてきま
した。発足してから一年、手探り状態で進めてきた部分もありますが、
それでも一定の成果を挙げつつあるのではないかと考えています。教員、
職員、学生、学習相談員の皆さんに感謝申し上げます。
　さて、FD・学生支援推進委員会、そして教育支援センターの事業には、
大きく言って二つの柱がありますが、そのうちの一つ、FD 活動は本学
の独自性を帯びて定着しつつあるとの感を深めています。年に二回全学
的なレベルでの研修会を開催していますが（この他に他委員会との共催
もあります）、これは外部から講師を招いての研修会ではなく、本学の
授業改善上の課題を取り上げ、本学の教員が発表者となって行われたも
のです。
　この研修会は 2012 年度で二回目となっていますが、この二年間継続
して取り上げたテーマ、課題は、FYS( ファースト・イヤー・セミナー )
と大規模授業での授業改善とその実践でした。FYS は一年次前期の全学
生必修科目で、導入教育、初年次教育の要の役割を持つだけに、FYS を
対象にした課題を取り上げる意味も大きいわけです。また、大規模授業
についても、学生アンケートの結果を組織的に活用することも含めて、
取り上げることとしました。
　この研修会で特に感銘を受けたことは、発表者となった教員が実にさ
まざまな創意工夫をこらしながら、授業の充実に向けて準備し実践して
いる姿でした。こうした姿は日頃その教員個人のレベルにとどまりがち
で、ある意味では当然ですが、表には出てきません。それだけに多くの
教員にも大きな刺激を与えることになります。また、悩みを抱えている
教員にとっては、他の教員からのアドバイスを受けることも出来て、収
穫もあったのではないでしょうか。教員集団が集団として成り立ちにく
い昨今では、研修会は貴重な「場」になっていると思います。
　さらに、この研修会には学生も参加しましたが、学生が日頃から授業に
ついて思っていること、考えていることを発言してもらいました。またそ
れだけでなく、討論のために設けた教員・職員・学生からなる混合グルー

一年を振り返って 教育支援センター所長　　横倉　節夫

3　2012年度外国語科目教育協議会主催 ワークショップ

4　2012年度 FD・学生支援推進委員会報告
Contents
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　法学部には、ＦＤに関しては、「ＦＤ委員会」に加えて、全

教員をメンバーとするミーティングでとして「法学部・法学

研究科ＦＤ懇談会（以下、法学部ＦＤ懇談会）」がおかれてい

る。法学部のＦＤ活動は、ＦＤ懇談会が中心である。

本年度のＦＤ懇談会は、教授会の日の昼休み（12:00 ～

13:00）に実施した。扱ったテーマは多岐にわたる。4月は、「Ｆ

ＹＳの教材共有化の可能性について」をテーマとし、ＦＹＳ

において各教員が毎年工夫して作成している教材を持ち寄り、

これらを学部として共有していく可能性について、保管場所

や使用方法などを具体的に提案しながら議論した。5 月は、1

つ目は「定期試験」をテーマとし、特に近年の学生の答案に

見られる文章力の低下について、学生の文章力を向上させる

ために日頃の授業での取り組みなどが紹介された。2 つ目の

テーマ「授業アンケートの独自項目について」においては、

今年は学部独自の質問をアンケートに入れる方向で、いくつ

かの提案がなされた。7 月は、「ドットキャンパスの活用」を

テーマとし、最初に、ドットキャンパスを授業に活用されて

いる教員から活用の事例報告を受けた後、メディア教育支援

室のご協力をいただき、ドットキャンパス講習会（基礎編＋

応用編）を実施した。法学部用に教材を作成していただき、

学生役になって学生画面からレポートを提出したり、先生役

になってレポートを受け取ったりレジュメを配布したり、と

実際に画面を操作しながら、基本的な操作といくつかの応用

操作を実践した。

　後期に入ってからは、「法学部カリキュラム改編に向けて」、

「法学研究科における社会保険労務士向け標準履修モデルにつ

いて」、「大学院の特定課題研究について」をテーマとして取

り上げた。これらは、将来構想委員会や大学院から要望のあっ

たテーマであり、いずれも学部・大学院における教育方法の

改善に向けての改革の早い段階から、教員に情報を提供し、

意見をのべる機会を提供する目的で開催された。

　一年間のＦＤ活動を振り返り、評価できることは、これま

では教員が個別に蓄積してきた教育上のノウハウや個別に対

処してきた教育上の「悩み」を共有する場として、ＦＤ懇談

会が定着してきたことである。また、学部における新しい制

度の導入などに向けて、教授会に先立って、教員が情報を共

有し意見交換ができる場として活用されることでＦＤ活動の

幅が広がったことは本年度の成果といえるであろう。課題は、

やはり、まだまだ多くの教員の参加を得るには至っていない

点である。すべての教員が参加できる時間帯に設定すること

は、ほぼ不可能であるため、参加していな教員ともＦＤ活動

の成果を共有できる方法を工夫することが来年度以降の課題

である。

　なお、本年度は授業アンケート実施年であったため、授業

アンケートを法学部としてどのように授業改善へと利用して

いくかについては、一年を通じてしてＦＤ委員会で取り上げ

てきた。現在、前期の授業アンケートの結果について分析中

である。後期についても同様の分析を行う予定である。両者

を合わせて分析結果を、来年度のＦＤ懇談会等で説明すると

ともに、法学部の授業改善のための資料としていきたい。

　2012 年度における経済学部 FD 実施委員会の主な活動は

以下の通りである。

(1) 授業アンケートに関して，経済学部の実態に即し、履修

人数を 200 名以下と 200 名超に区分して集計するなど、独

自の集計を行った。それを解析すると、高い満足度の条件と

して、授業環境としては「履修人数」、講義を行う教員の条件

としては「到達目標の明確化」、「事前事後の課題の指示」な

どが重要であり、「不可比率」はそれほどではないことが分か

る。このような結果を参考にして授業改善を行うよう促すこ

とにより、授業アンケートの組織的活用を図った。

(2) 学部長の諮問を受け、「ゼミナール教育の改善に向けた方

策について」（答申）を提出した。その内容は、①ゼミナール

募集の方法とスケジュールを改善すること、②ゼミナールを

2 単位化し、2 年次初めから開始することなどである。これ

を 1 つの案として、ゼミナールの制度改革についてさらに議

論を深める予定である。

(3)FD 活動を活性化するために、2011 年度の議論を引き継

ぎ、「経済学部 FD 活動に関する提言」をまとめた。その内容

は以下の通りである。①成績評価、②効果的な授業運営、③

導入教育の充実、④ 4 年次教育の充実、⑤授業アンケートの

組織的活用、⑥教育・研究と FD。「提言」が具体的な授業改

善につながることを期待したい。

　また、経済学部では，各種委員会などで FD 活動を行って

いる。主要なものを挙げると、まず、きちんとした日本語を

書けるようにすることを目標として FYS を行っていることを

受けて、FYS 担当者「日本語ライティング」研修会を行った。

研修会では教育支援センター学習相談員・伊東淳子先生から、

文章表現・理解において学生が抱える問題点として、語彙不

足が指摘され、それを克服するためのトレーニング方法が示

された。それに続き、奥山茂教授と柳澤和也准教授より FYS

授業実践報告が行われた。このような学部主催の研修会は有

益であり、定例化すべきであると思われる。

　次に、英語教育委員会から、綿密な実態調査に基づきクラス

英語の問題点として次のことが指摘された。① TOEIC によっ

て学生の英語力を測定しクラス分けを行っているが、TOEIC

は学生の学力を測定する手段として適切ではない。②経済学

部学生に対しては、経済やビジネスを内容とするものを教

経済学部

法学部

法学部ＦＤ委員会委員長　柴田　直子

経済学部ＦＤ委員会委員長　鳴瀬　成洋
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材とすることが望ましいが、クラス英語の目標は General 

Academic English であるという考えから、一般的内容の教

材が使用されている。③学生の英語力に見合った教材が使用

されていない場合がある。これらの点については、改善を求

め外国語科目教育協議会と協議を継続していくが、英語教育

のあり方について全学的立場から検討する必要があると思わ

れる。

　さらに、カリキュラム委員では、①学科基本科目を追加し、

また配当セメスターを変更して学生の履修の便宜を図る、②

時間割や科目の性格を考慮して科目ごとに適正履修者数を算

定したうえで履修制限を実施するなど、教育環境を整える努

力を継続的に行っている。

　このほかに、経済学部では導入教育や情報教育などの各種

委員会を通じて様々な FD 活動を行っている。こうした中で

必要なことは、FD実施委員会の学部での位置付けを明確にし、

FD 実施委員会とカリキュラム委員会などとの機能分化と協

同体制を確立したうえで、経済学部の理念である「より良い

授業」「わかりやすい授業」を実現するための FD 活動を行う

ことである。学生の基礎学力が低下している現状では、大学

教育に耐えうる水準まで学力を向上させ、きちんとした大学

教育を行えるようにすることが急務となっている。そして、

学力の向上は入学から卒業まで 4 年間かけて取り組むことで

ある。そのために何ができるか、直面している問題から課題

を明確にし、問題解決の道を示すことが FD 実施委員会の役

割であろう。

1.FD のねらい

　主な狙いは、３つある。第 1 は個人学習技の集団学習化、そ

して集団学習成果の組織学習化である。いわゆる学習連鎖の構

築である。第 2 は個人学習水準の組織全体での位置づけ確認で

ある。そして第 3 は専任、兼任教員相互の成果確認である。

2 これまでの経緯

① 12 月末の講義時に間に合うように、講義中での工夫点、

　独自性、などについて、自由記述のアンケート記載を専任、

　兼任教員双方に依頼した。

②その結果分析を踏まえ、1 月下旬に開かれた専任、非常勤

　の合同懇談会でその成果について、報告の機会を得た。

　科目、学年、受講生の多少とを問わず、すぐれた仕組みを

　備えた講座の共通要素を１つの講義の流れ（クラスフロー）

　として、モデル化が可能であることが明らかになったので、

　その試みを以下で示す。

3. 基本的な FD の動的流れと特徴

4. 工夫点

①フィードバック ( 夜なべ作業 )

　● WebClass 用パワーポイント原稿作成、登録

　●手書きコミュニケーションシート読み、コメント準備

　● dotCampus 内容チェック、宿題・課題類チェック、評価

②発言者（講義協力者）に対するごほうび（グリーンカード）

　提供、評価

５．今後の課題 

　1. きめの細かな作業の未着手：

　●テキスト使用・未使用クラスの対応

　●基礎教育科目・専門教育科目別の対応

　2. 教員間にみられる意識の不均衡：学習共有化に無関心な

　　 教員への対応

　外国語学部の FD 活動は、基本的に学科単位で行われてい

るため、以下に各学科の取り組みを簡単に紹介する。

＜英語英文学科＞
1. 教員の授業改善に関する取り組み

① 12 月初旬に非常勤講師との打合せ会を開催し、授業目標・

　内容・評価等について、担当者間の格差が生じないよう徹

　底を図る。

② 2011 年度より導入した専門基礎科目群の上級クラスの効

経営学部

外国語学部
経営学部 FD 委員会委員長　海老澤　栄一

外国語学部ＦＤ委員会委員長　久保野　雅史

教育学習の漸次的進歩過程 ―経営学部、経営学研究科の歩み―
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　果について検証し、2, 3 年次までの展開を検討する。

③ 2012 年度より導入したタスマニア派遣語学研修科目 SEA 

　(Study English Abroad) の総括を行い、改善を図る。

④ 2010 年度より導入した English Express ( 他学科も合流

　し Language Express に発展 ) を更に充実させ、授業でも

　活用を推奨する。

2. 学生の課外活動に関する取り組み

　学生の学習意欲を高めるため、学部文化ウィークの一貫と

して行事を開催する。

① 10 月 27 日（土） イギリスの劇団 White Horse Theatre

　による「シェイクスピア劇The Taming of the Shrew鑑賞」

　を実施し、終了後には出演俳優を囲んで懇親会を行う。

② 11 月 17 日（土）「第 12 回英語スピーチコンテスト」は、

　例年同様に学生スタッフが企画運営の中心となり、海外体

　験での発見、平和や交流の意味など、多彩なテーマのスピー

　チが発表される。　

＜スペイン語学科＞
　文化ウィークでの取り組みを中心に報告する。

① 6 月 22 日（金）「スピーチコンテスト」では、3 つのカテ

　ゴリーに 1-4 年生合計 12 組が出場し、「スペイン語圏滞在

　中に感じた異文化理解の大切さ」「スペイン語ドラマの魅力」

　「幼児教育の新しい傾向」についてスピーチが発表される。

② 11 月 23 日（金）「チリの夕べ」を開催する。第一部は柳

　原孝敦氏（東京外国語大学）の講演「R. Bolaño と作品 

　Los detectives salvajes」。第二部は、スペイン語学科の学

　生によるチリの詩の朗読と暗唱発表が行われる。

＜中国語学科＞
1. 授業の改善についての取り組み

①定例の学科会議以外において、授業の改善、カリキュラム

　について協議を行う。

②年末の非常勤講師との打ち合わせにおいて、授業上の問題

　点及び改善の方策について、意見交換を行う。

③年度末に、卒業年次・進級年次の学生を主たる対象として

　成績会議を開き、学生の到達度などについて議論を行う。

2. 学生の課外活動についての取り組み

　学生の自主的な活動を支援しながら、授業と結びつけ、学

生たちの学習意欲の向上が実現できるよう、①スピーチコン

テスト、② HSK 受験補助、③小品コンテスト、④ DVD 教材

作成、⑤中国語短期研修、⑥海外留学へのサポート、⑦留学

生との交流、⑧卒業論文集の編集、印刷及び卒業祝賀会等の

行事を実施する。実施後は必ず総括し、問題点を明らかにして、

次年度の改善が可能となるよう取り組む。

＜国際文化交流学科＞
1. 学科により学生アンケート

　今年度が大学全体のアンケートの年であったこともあり実

施しなかったが、カリキュラム変更の資料とするため、2013

年度初めに実施する予定。

2. 文化ウィークでの取り組み

① 10 月 27 日（土）「Festivalo de Lingvo ～言語のお祭り～」

　を開催し、学科で学習されている外国語から独・仏・西・韓・

　露・日・伊の 7 言語を学ぶ学生たちが 9 つのチームに分かれ、

　学習の成果として作り上げた演劇、詩の朗読、ダンス、プ

　レゼンテーションなどのパフォーマンスを競い合う。

② 11 月 17 日（土）「異文化フェスタ」を開催し、世界各国

　のお菓子等をそろえた Cross Cultural Café、学生がモデル

　となり世界各国の衣装を披露したファッションショー、ゲス

　トにお招きした KANAK（かなっく・神奈川区国際交流の会）

　によるフィリッピンの歌やダンスパフォーマンスのミニコン

　サートを行い、様々な文化交流の実践を体験する。

　学生が多様化し、受験生や社会が大学に求める機能が多様

化する中で、大学における人材育成の方法としての授業や教

員による指導の重要性はますます高まっていると言える。身

体、社会、心への専門的な視点を兼ね備えた人材の輩出を目

指す本学部では、授業を通じて学生の見識を高めることが必

要であり、授業をより充実させるためのＦＤ活動の意義も高

まっていると考えられる。

本学部では学部ＦＤ委員会を中心にさまざまなＦＤ活動に取

り組んできたが、ここではカリキュラム、授業アンケート、

そして教員への啓発活動について紹介したい。

　カリキュラムについて、人間科学部では 2010年度から新

カリキュラムを導入しており、今年度で完成年度に至る。そ

こで、近い将来のカリキュラムの改定も視野にいれながら、

新カリキュラムの展開状況と課題の検討を試みた。ただし、

今年度に学部の将来構想委員会が立ち上がって、受験生や社

会にとって魅力的なカリキュラムについて議論する場ができ

たこともあり、将来構想委員会と連携してカリキュラムの課

題を検討する方向になった。なお、同委員会では今年度は学

部におけるキャリア教育を中心に検討した。

　授業アンケートについて，2010年度のデータを独自に解

析し、教員研修会の資料とした。幾つかの解析が行われたが、

主成分分析の結果 2010年度のアンケートは「明確さ」や「計

画性」といった「授業・教員」に関する成分、「予習・復習」、

「シラバスを読む」といった「学生の関心」に関する成分、「出

席」や「マナー」といった「学生の受講態度」に関する成分

で構成されていた。次に学生の満足度を従属変数にした重回

帰分析の結果、「明確さ」が最も効果がある要因であった。一

方で、学生の出席傾向が学生の質の違いを反映すると仮定し

て、出席度を基準に学制を 3 群に分けたところ、主観的難易

度と満足度の関係が群ごとに異なっていた。具体的には、出

席の悪い学生ほど主観的難易度が高いと満足度が下がる傾向

があった。教員研修会ではこの結果を提示して、教員間で意

見を交換した。

　最後に、教員への啓発活動について、人間科学部ＦＤ委員

会では教員研修会での他学部のＦＤ活動の紹介、全学ＦＤ・

学生支援推進委員会の主催する研修会への参加の呼びかけ、

ＦＤに向けた良書紹介と閲覧環境の提供を行った。2006 年

度開設と比較的歴史の短い本学部には過去のＦＤ活動の蓄積

が少なく、今後とも他学部の活動を参考に学部の状況に応じ

人間科学部

人間科学部ＦＤ委員会委員長　杉山　崇
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たＦＤ活動の検討が必要と思われる。また、研修会への参加

の呼びかけには数人の教員が応じてくれたが、参加していな

い教員も多かった。学部独自の研修会への参加率は比較的高

いので、全学的な研修会の成果や内容を学部の研修会に反映

する仕組みを工夫して、より効果的な啓発を検討したい。また、

時間的な問題で研修に参加できない教員もＦＤの情報にアク

セスできるように良書を紹介し、学部予算で購入して閲覧で

きる環境を作ったが、より活用される工夫が次の課題といえ

るだろう。

　理学部では 2012 年度より新設された数理・物理学科を加

えた 4 学科 1 プログラム体制となり、理学部 FD 委員会は各

学科およびプログラムから選出された 5 名の FD 委員によっ

て構成されている。

　2012 年度は全体としての活動で新規のものは残念ながら

立ち上げられなかった。しかし、初年度教育における高校と

のスムーズな移行を行うための「入門科目」（数学・物理・化学・

生物・微積分）を従来から実施している。入門科目では高校

で履修できなかった科目について、大学の講義で必要な知識

を補い「落ちこぼれ」状態になるのを防ぐためのフォローを

行うのが目的である。これは全学的な教育支援センターの学

習相談と相補的な役割を果たし、きめ細かい学生への支援が

期待されるところである。しかし、2012 年度においては数

学の学習相談と数学入門の講義時間が重なってしまい、本来

学習相談を利用すべき 1 年生が講義で利用できないという問

題が生じて効果が得られなかった。このことから、2013 年

度は学習相談のスケジュールを変更して利用の促進を進める

予定である。また、理学部においては要望が強い、物理・化

学・生物の理科科目の学習相談を実施できるかどうかの検討

を行っていきたいと思う。

　本年度は授業アンケートを前・後期に実施したが、理学部

では個別設問において、講義人数が適正かどうかを尋ねた。

これについては、2013 年度に詳細な分析を行い、講義環境

改善への参考としていく予定である。

　学生支援に関しては、生物科学科の聴覚障がい学生への支

援を 1 年間行った実績を踏まえ、障がい学生への支援に関す

る情報の共有化を全学レベルも含め図っていきたい。

　その他の活動としては、6 月に昨年度ベストティーチャー

賞を受賞した生物科学科の金沢謙一准教授が公開授業を行っ

たことや、10 月 31 日の FD 研修会「授業アンケートから

FYS を考える」のパネルディスカッションに泉進教授と理学

学生 2 名がパネラーとして参加した（川東が司会）、11 月 7

日の FD 研修会「大教室の授業改善」に川東が参加、11 月

17 日の「ICT を利用した大学教育の在り方を考える」に理学

部から木原伸浩教授が講演を行うなどの活動があった。さら

に 7 月には理学部非常勤講師との情報交換会、2 月には教育

支援センター学習相談員との情報交換会に参加した。

　2013 年度の活動では、各学科の「文化の違い」を乗り越

えた学部としての FD 活動を活性化させ、各教員の授業スキ

ルを向上させるための情報の共有化を進めていきたい。

　工学部では各学科・教室から選出された 7 名の FD 委員に

より構成された FD 委員会が中心となり、2012 年度も種々

の活動や検討を行って参りました。なかでも柱となりますの

は、模範授業と名付けておりますが、授業の公開です。表に

示しますように、今年度は 11 回の模範授業を開催いたしま

した。共通教養系科目もあれば、学科の科目もあります。学

科内の科目でも、講義科目に留まらず、演習や実験まで含ん

でいます。このように今年度は多様な科目において模範授業

を開催することができました。模範授業と名付けました背景

には、授業アンケートの組織的活用の一環ということがあり

ます。全学科・教室ではありませんが、今年度から学生によ

る授業アンケートに基づきまして評価の高い科目を公開して

いただくようにいたしました。参観する教員にとって、これ

は大きな参考となり、工学部全体の講義がよりよい方向へ向

かうものと期待できます。紙面の都合もあり、詳細は省略さ

せていただきますが、このような授業の公開があり、工学部

でも教員が適度な緊張感を持ち、平素から教育に当たってお

ります。

　模範授業を通して浮かび上がってくる課題は、教授法、例

えば、板書が中心であったり、スライドを使用したり、講義

時間内に練習問題などの演習を加えるか否か、宿題の有無と

いったことが一つです。学生の講義内容についての理解度を

向上させることは最重要課題の一つであることは間違い有り

ません。それ以外に、恥ずかしながら、受講している学生の

態度が問題であると指摘されることもあります。本報告を読

まれている皆様は、学生の受講態度についてどのようなこと

をお感じでしょうか。欠席、遅刻、居眠り、私語などの問題

につきまして、すべての講義でないにせよ、時々、問題になっ

ているということを聞くことがあります。こうした問題のな

い授業には、何らかの示唆が必ずあるはずです。模範授業を

通しても見えてくる課題ではありますが、同時に、模範授業

が答えを示してくれるように思います。また、学生の習熟度

レベルの多様化があり、どのようなレベルの講義を行うと適

切なレベルの講義になるかは、大変難しい課題です。これは

教授法との関係もありますが、教員間で議論する場が設けら

れないものかと考えます。学生にもできる限り意見を出して

もらいたいと考えます。

　新たな取り組みについて検討し、できる限り、次年度から

新たな FD 活動を並行して行っていきたいと考えております。

今後とも、学生のよりよい成長の支えとなりたいと思うばか

りです。

理学部

工学部

理学部ＦＤ委員会委員長　川東　健

工学部ＦＤ委員会委員長　朝倉　史明
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2012 年度大学院学習環境満足度調査

　大学院全研究科のＦＤ活動の一環として、大学院学務委員

会は 2009 年度に引き続いて今年度も学習環境満足度調査を

実施しました。初回調査においては、大学院生の学習環境の

改善に役立ててもらうため、結果を各研究科に報告しただけ

でしたが、今回は調査結果とともに、大学全体と各研究科の

回答等を公表し、組織的改善を目指しています。アンケート

項目は、初回調査と大きく変わっていませんが、アンケート

の回収については研究室単位での回収を中心に行い、全研究

科で 57.2％にすることができました（初回は郵送による回収

を行い、回収率 22.6％）。

　いくつかの項目について回答の傾向を見て行きます。まず、

大学院入学の目的については、「研究を行いたかったから」と

「より高い知的能力を身につけたかったから」が 56％、「就職、

資格、国家試験に有利だと思ったから」が 18％と、大学院進

学を手段ではなく、純粋な知的欲求で決めている学生が多い

ことがわかります。修士・博士論文または特定課題の研究の

審査基準や提出手続きについては 85 ～ 90％が理解していま

す。「大学院の授業が役立っていますか？十分に備わっていま

すか？」という問いには、約 90％の学生が満足している回答

をしています。しかし、「専門の幅を広げたり深めたりするた

めの新しい授業や担当者について、大学側に要望する機会が

充分に用意されていると思いますか？」については、肯定的

な回答は 37％に留まっています。制度の見直しや開示方法を

検討する必要があるかと思います。

　アンケートの最後に「教育・研究の質を高めるために、効

果的だと思われるアイデアや提案を自由にお書き下さい」の

項目を作り、自由記述をしてもらいました。そのうち大学の

施設や制度に対する下記要望については、本職から新学長に

要望書を提出いたします。

1. 研究科・専攻を超えた大学院生の交流の機会

2. 湘南ひらつかキャンパスの交通手段および施設の改善

3. 奨学金、授業料の免除、国内外学会参加費用等のさらなる
　 経済的援助（特に博士後期課程大学院生）

　また、各研究科で改善していただきたい内容は、個別の研

究科にお伝えし、その回答を現在集めております。来年度に

はその要望と回答を取りまとめて公開いたします。

　授業や研究指導のＦＤ活動の一環としてこの調査を行いま

したが、大学の施設や大学院生の経済的援助制度への要望も

拾い出すことができました。これらの結果をもとに大学院生

の学習環境向上のため大学院学務や施設・諸制度の組織的改

善が進むことを望みます。

大学院

大学院学務委員会委員長　横澤　勉
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ワーク
ショップ

2012 年度外国語科目教育協議会主催 ワークショップ

　神奈川大学横浜キャンパスの共通科目としての外国語教

育は、横浜キャンパス外国語科目教育協議会（外教協）が

運営の母体である。同協議会では、外部講師による講演

会を開催してきたが、2011 年度よりそれに代えてワーク

ショップとして、実際に横浜キャンパスで教育に携わる教

員たちが自ら教育上の経験や課題などを披露しあう場を設

けることとなった（2012年2月開催の第1回ワークショッ

プについては外教協ニューズレター『複眼』21号に筆者

が簡単な報告を書いた）。共通外国語科目のうち英語で

は、隔年で行われている大学全体での学生授業アンケート

の年に専任・非常勤問わず優秀な教員に模擬授業を公開し

てもらうという催しをすでに行っている。外教協のワーク

ショップは、いわば英語の催しの変形拡大版である。なお、

2012 年度は授業アンケートが行われた年で、英語の公開

模擬授業も別途行われた。

　さて、2013 年 2 月 21 日開催の外教協ワークショップ

であるが、今回も、外国語科目として設置されている英語・

韓国語・スペイン語・中国語・ドイツ語・フランス語・ロ

シア語・日本語（日本語は留学生及び一部の外国高等学校

経験者向け）の 8 言語からそれぞれ教員が 1 名ずつ報告を

行うこととなった（ただし、残念ながらスペイン語は報告

者の体調不良でキャンセルとなった）。

　外教協の尹亭仁会長の開会の辞の後、横倉節夫副学長にご

挨拶いただき、その後に各言語の報告と全体討論が行われた。

　最初の報告は英語の非常勤講師篠塚勝正氏による「通訳

基礎訓練を取り入れた授業」と題したものであった。脳科

学の知識を踏まえ、シャドーイングなどの通訳訓練にも用

いられる教育学習法を実践して、学生のやる気を鼓舞しな

がらの授業展開について述べられた。

　続いて韓国語の尹亭仁教授は「韓国語における取り組み

の 1 つ」として初級における会話教科書の作成や授業での

取り組みについて説明した。また、神奈川大学で韓国語を

学んだ学生には韓国企業に就職する者も出ていているとの

ことであった。韓国語を含めて、神奈川大学の共通科目で

学んだ外国語を活用する職業に就く学生が出ているのであ

るが、我々教員としてはうれしい限りである。

　中国語の森本芙佐子非常勤講師は「自らすすんで学びた

くなる授業をめざして」で、様々な手法を紹介した。学生

が学びたくなる授業には、教師が教えるのを楽しむことも

大切というお話もあったが、印象に残った。学生の成果向

上には学生の意欲向上が直接関係するわけだが、それらに

は教師が教育を楽しめること、あるいは楽しめる環境が存

在することも必要なことではないだろうか。大学や協議会

としても、教員が楽しんで教育できる環境づくりも視野に

入れるべきなのであろう。

　ドイツ語ではウテ・シュミット非常勤講師の「授業にお

ける作文」の報告があった。作文のメリットとして、時間

を使って考えることができ、新しい文法事項を使ったり、

知らない表現を調べたりでき、間違いをじっくり確認する

ことができる。また、口頭発言を嫌がる学生も発信ができ

るということもある。語学力からしてディスカッションを

行うことは困難であっても、作文であるとより高いレベル

の表現ができ、充実感を得られるのである。

　日本語を担当する大関由貴非常勤講師は「ディベート活

動を通して見られた留学生の多様な学び」で、ディベート

を行う授業について報告した。日本語の授業の最重要課題

には留学生が大学で必要とされる日本語能力の習得がある

が、まさにディベートの準備や実践がそのような能力の訓

練となる。最初はディベートになりえないことすらあるが、

続けていくことで技能が身についていく。また、この授業

によって学生は様々な問題に関心を持ち、社会とのつなが

りを実感できる。

　フランス語では、西野清治准教授が「フランス語初級会

話授業の概要」の報告を行った。文字の印象ばかりが残ら

ないように工夫して会話の訓練を行っている様子が述べら

れた。おそらく他の言語でも同様であろうが」、初歩にお

いても話すことを重視した授業は学生それなりに満足を与

えるようである。

　個別の報告の最後は、筆者によるロシア語で「留学生によ

る授業補助について」と題する報告を行った。神奈川大学で

は現在、交換留学生に授業補助として授業に出てきてもきら

い教員の手伝いをしてもらう制度がある。外国語を学ぶ学生

にとって、その言語の話者の発音に接することができるだけ

ではなく、その言語を話す留学生が身近にいることそのもの

が学習意欲に結びついているようである。大いに活用したい。

しかし、出てもらう授業は学期が始まってみなければ決定す

ることができないなど課題もあることを述べた。

　その後、全体討論では活発な議論が続いた。前回同様に

8 言語からすべて報告者を出すので、どうしても一人あた

りの持ち時間が短く、詳細な報告はできなかった。しかし、

部分的ではあっても互いの様子を知ることで、大いに刺激

を受けるのである。

「外国語教育を学び合う」

外国語学部国際文化交流学科　教授　堤　正典
外国語科目教育協議会運営委員

日　時：2013 年 2 月 21 日（木）　15:00 〜 17:40
会　場：1 号館 804 会議室
テーマ：「外国語教育を学び合う」



　本ニュースレターでは、ＦＤ活動に対する啓発を促進するため、学部・研究科ＦＤ委員会及び個々の教職員の教育改善や教育支援に対する
取組事例を紹介し、本学ＦＤの定義にある「教員の自主的・自律的な日常的教育改善を支援すること」を目的としています。教育改善 ( 支援 )
に関する研究及び問題提起、授業におけるユニークな実践事例など教育職員、事務職員等を問わず、皆様からのご寄稿を募集しています。 

編集・発行 / 神奈川大学　FD・学生支援推進委員会　〒 221-8686 横浜市神奈川区六角橋 3-27-1　TEL.045-481-5661（代）

ご意見、ご質問等がございましたら、お気軽にお寄せください。　E-mail　kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp

【内　　容】 FD（ファカルティ・ディベロップメント）、SD（スタッフ・ディベロップメント）に関するもの
【字　　数】 1,000 ～ 2,000 字（応相談）　 【写 真 等】 掲載可（応相談）
【提 出 先】 FD・学生支援推進委員会 ( 事務局：教育支援センター )  内線 2160　e-mail：kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp

ＦＤニュースレターへの寄稿をお願いしますＦＤニュースレターへの寄稿をお願いします

〔委 員〕
委員長  横倉 節夫、副委員長  齊藤 隆弘、副委員長  上沼 克德、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  久保野 雅史、
人間科学部  杉山 崇、理学部  川東 健、工学部  朝倉 史明、学修進路支援委員会  石黒 敏明、学生生活支援委員会  嘉藤 亮、メディア教育 ･ 情報システム
委員会  松本 安生、 入試管理委員会  渡邉 良男、 大学院学務委員会  鶴藤 倫道、 教育支援センター事務部長  松岡 博之 ( 以上 16 名 )

〔オブザーバー〕
学長室  村川 千鶴、学修進路支援部第一部 ( 教務 )  木内 由美子、 学生生活支援部  古川 昌博、 情報システム推進部  金丸 壽男、 入試センター  福元 摩湖 ( 以上 5 名 )

〔事務局：教育支援センター〕
旭 馨、 沼倉 実、 原田 千栄美、梅香家 睦子、 樽山 翔太 ( 以上 5 名 )

2012 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員
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■神奈川大学教育支援センターの開設
　本学における教育の質保証及びその一層の向上を図ることを目
　的として教育支援センターを開設した。
■ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動
　本学の教育理念並びに各学部及び各研究科の教育目標に基づき、教員
　の自主的・自律的な日常的教育改善を実施する活動及びそれを支援す
　るため、教員と職員とが協働し、本学学生の参画を得て、組織的な研
　修及び研究を実施するファカルティ・ディベロップメント活動を行う。
■学生支援活動
　横浜キャンパス及び湘南ひらつかキャンパスにそれぞれＫＵスク
　エアを置き、学生の学習及び生活への円滑な適応を支援する活動
　を行う。

■主な活動報告
　Ⅰ . ＦＤ活動

１.2012 年度教育改善のための授業アンケートの実施
(1) 目的
　全学的な組織的教育改善に向けて、学生の授業に対する取り組
　みや捉え方を理解する資料を収集し、各々の教員及び組織に授
　業を改善する機会を提供することを目的とする。
(2) 実施対象
　原則として履修要覧（シラバス）に掲載されているすべての学部
　学科の開講科目を対象とし、ゼミナール、卒業研究、実験実習
　科目は対象から除外とする。
(3) 実施期間
　2012 年 7月 3日（火）～ 2012 年 7月 16日（月）
　2012 年 12月 17日（月）～ 2013 年 1月 11日（金）
(4) 内容
　授業アンケートの全学実施及び各組織 ( 学部等 ) による活用の促進
２. 学生参画等によるＦＤ研修会の実施
　教員による実践報告に加えて学生と教職員が議論するワーク
　ショップを実施した。
(1)2012 年度第 1 回ＦＤ研修会
　「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－」
　日時：2012 年 10 月 31 日（水）　15:00 ～ 17:00

(2)2012 年度 第２回ＦＤ研修会
　「大教室の授業改善－学ぶ楽しさを伝える授業とは？－」
　日時：2012 年 11 月 7 日（水）　15:00 ～ 17:00
３. ＦＤニュースレターの発行
　●No.6　発行日 2012 年 6 月 30 日（土）
　①教育支援センターの使命と活動②ＦＤ ･ 学生支援推進委員会の
　2012 年度ＦＤ活動方針について③“面倒見のよい大学”が意味する

　もの④学生のための総合相談窓口「ＫＵスクエア」

　●No.7　発行日 2013 年 1 月 31 日（木）
　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　　　　　　
　●No.8　発行日 2013 年 3 月 31 日（日）
　①教育支援センター所長挨拶「一年を振り返って」②各学部等ＦＤ
　委員会報告③ 2012 年度外国語科目教育協議会主催ワークショップ報告

　 ④ 2012 年度ＦＤ・学生支援推進委員会活動報告

４. 2012 年度ＦＤ関連研修会への参加及び他大学・高等学校実地視察

　Ⅱ．学生支援　

１. ＫＵスクエアの開設
　学生の大学への適用を支援する活動のために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・支援体制を整備した。
２. 新入生なんでも相談窓口アスクカウンター
　新入生オリエンテーションから履修登録完了までの期間、学生
　有志のボランティアによる新入生のための相談窓口「なんでも
　アスクカウンター」を開設した。
３. 学習相談員による個別相談
　大学での学修を進める上で基礎となる英語、数学、国語（文章
　表現力）について継続的な学習相談を行う。
４. 障がいのある学生への支援
５. 学生ボランティア活動の支援

　Ⅲ．その他

１. 入学前教育課題の検討
２. スチューデント・アシスタント（Ｓ･Ａ），ティーチング･アシスタ
　  ント（Ｔ･Ａ）の制度の検討

2012 年度 FD・学生支援推進委員会活動報告
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