
2012 年度の開始時点から多くの学生
が相談に訪れ、確実に根付いたととも
に、学生の学習に係わる問題を学習相
談員と教員間で共有する場を構築して
きたこと。

⑤ 学生の学び合い、助け合いの活動（ピ
アサポート）を行う新たな学生団体の学生自身による
立ち上げを支援し、その誕生に至ったこと、及び学生
のピアサポート活動を定常的に支援してきたこと。

⑥ 障がいのある学生への支援について、関連部署間（学部・
学科、入試センター、保健管理センター、学生相談室、
学修進路支援部、学生生活支援部、等）での情報共有
を促進しながら、実際の支援を調整する活動に持続的
に取り組んでいること。

　これらの成果は道半ばであり、さらに発展させる必要
があります。グローバル化の進展や、ICT 等の急テンポ
の技術革新により、大学を取り巻く社会環境は急激に変
動し、大学教育への期待の内容が、これまでとは大きく
姿を変えつつあります。これらの変化に呼応した高等教
育の改革運動の方向性を指し示す標語が、世の中に色々
と流布しています。例えば、「教員主体から学生主体へ」、

「教授（Teaching）から学習 (Learning) へ」、「『スキル学
習』から『より深い学習（主体的に学ぶこと自体を学ぶ）』
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1　さらなる発展と成長へ向けて

2　2014 年度ＦＤ・学生支援推進委員会の活動について

3　教育支援センターの学生支援業務

　2014 年 4 月、教育支援センターは開設三年目を迎え、
横浜キャンパス教育支援センターと KU スクエアは、本
学の最新の教育棟３号館１階に移転し、学生の学び合い
や助け合いの場としての利便性が向上し、教育支援セン
ターの活動はさらなる発展期に入りつつあります。
　教育支援センターの活動は FD 活動と学生支援活動の
二本柱から構成されていますが、これまでの二年間はこ
れらの活動を定着させる時期でした。この定着期に、以
下に示したような成果が得られました。
① 2012 年度に全学的に実施された授業アンケートの結

果の統計的分析と組織的活用が着実に普及しつつある
こと、及び 2014 年度に全学的に実施される授業アン
ケートの結果が一律に学内で公開されること。

② 教員、学生、職員が参加するワークショップ型の FD
研修会が定着していること、及び 2013 年度には FD
研修会に近隣大学の教職員の参加を得たこと。

③ 学生を教育活動へ参画させる制度として、大学院生を
対象とした TA 制度に加え、学部学生が教員の指導の
下に教育活動補助業務を担う SA（ステューデント・ア
シスタント）制度を 2013 年度から全授業科目を対象
として試行的に導入し、それ以降 SA の有効性の認識
とその活用が教育現場に着実に浸透してきたこと。

④ 数学、英語、国語（文章表現）の学習相談は、その

さらなる発展と成長へ向けて 教育支援センター所長　齊藤　隆弘

4　新入生なんでも相談窓口「アスクカウンター」

5　学科の活性化に向けたいくつかの試み

6　横浜キャンパスＫＵスクエアが新棟に移転しました
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へ」、「『知識の積み上げ』から『知識の再構造化（自分にとっ
て意味あるものへと知識を再構造化する）』へ」、等です。
これらの新しい高等教育のパラダイムは、私たち教職員
が大学で学んでいた当時は、全く姿かたちが無かったも
ので、どのように実現するのかについての経験知が確立
されているわけではないし、また『強制することで自律
させる』というよく知られた教育学の古典的なパラドッ
クスに挑戦するもので、本当に実現できるのかも定かで
はありません。普段の教育活動における個々の教職員に
よる多くの実験的試みを集積していくことで、経験知を
構築し、共有化する以外に手立てはないでしょう。この
ような活動の場を提供し、私たち教職員の発達と成長を
支援することが、教育支援センターのこれからの最も重
要なミッションの一つであると考えています。本学の掲
げる教育のスローガン“成長支援第一主義”は、一般的
には、学生の成長が支援の対象であると解釈されている

のでしょうが、『大学とは学生と教職員とが学びのプロセ
スを通して共に成長する場である』と言う現代的な立場
に立つならば、私たち教職員の成長も支援の対象になっ
ていると考えたほうが、より望ましい成果が得られるの
ではないでしょうか。
　上に述べた目標を達成するため、これまでの成果を基盤
とし、さらにその内容を充実させ、また発展させていきま
す。例えば、個々の教員の授業改善や学部・学科の教育課
程改善に役立つ基礎的データの収集とその統計分析を目的
とした新たな学修状況調査の実施、近隣の大学と連携した
FD 活動の立ち上げと組織化、教職員や学生が教育や学び
に関する経験知を共有することを目的とした気楽な FD サ
ロンの提供、等です。これらを早期に実現するには、教職
員の皆様方のご理解が不可欠です。
　今後とも、教育支援センターの活動への皆様方のご支
援、ご協力、ご参加をお願いいたします。

2014年度 FD・学生支援推進委員会の活動について

　FD・学生支援推進委員会では、教員の教育改善を組織的に

支援する FD 活動の充実並びに、その FD 活動との連携のもと

に本学学生の大学での学習及び生活への円滑な適応を支援す

る活動を行うことを目的として、2014 年度の活動方針を定め

ました。

　　　FD 活動

１．教育力向上による教育の質保証

（1）2014 年度授業アンケートの全学実施、分析及び各組織

　　（学部等）による活用の促進

　　・組織的活用のための分析方法の検討

　　・各学部 FD 委員会等による授業アンケートの組織的活用

　　　事例の共有

　　・実施結果のまとめ

（2）2015 年度学生の学修状況調査及び 2016 年度授業アン

　　ケート実施の内容検討

　　・学生の学修実態を把握するための新たな記名式のアンケー

ト調査の実施及び、その調査結果の GPA 等の成績データ、

出席状況との複合的分析

　　・2016 年度授業アンケート実施に向けて、組織的活用を

　　　推進するための、アンケート項目の見直しと記名式の検

　　　討等

（3）各種研修会の実施検討

　　・教職員の FD 及び学生の FD 活動参画について（他大学

　　　との共催）

　　・本学の初年次教育について（共通教養教育推進委員会、学

　　　修進路支援委員会との共催）

　　・障がいのある学生への学修支援について（KU スクエア

　　　小委員会主催）

（4）FD 活動に関わる外部研修会及びセミナーの積極的活用

（5）ティーチング・アシスタントの運用改善の検討及びステュー

　　デント・アシスタント( 教育活動を補助する学部生 )の規程化

（6）入学前教育課題の目的、方法の見直し及び入学前スクーリ

　　ング等の検討

２．FD 活動のさらなる推進のための各組織との横断的連携強化
（1）各学部及び研究科（大学院学務委員会）FD 活動の促進

（2）学修進路支援委員会，共通教養教育推進委員会，メディア

　　教育・情報システム委員会等 

（3）高大連携協議会

　　　学生支援活動

　　＊具体的には KU スクエア小委員会で検討

１．学生の日常的・継続的な学習相談
（1）学習相談の充実

（2）各学部・学科等との連携

２．ピア・サポート（学生相互の助け合い）及びピア・エデュ
　　ケーション（学びあい）の推進
３．障がいのある学生支援の充実
４．学生ボランティア活動の支援及び推進
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2013 年度 学習相談活動実績 集計

※ 2013 年 4 月〜 2014 年 1 月

湘南ひらつか学習セミナー（国語）

　　学習相談員による個別相談と学習セミナー
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教育支援センターの学生支援業務

　教育支援センターでは 2012 年度より、大学での学修に
必要な基礎学力を補うための学習相談を実施しています。
　実施している教科は、英語、数学、国語 ( 文章表現 )
の 3 教科、学習指導の知識及び経験を有する学習相談員
( 元高等学校教諭 ) がそれぞれ対応に当っています。

● 2014 年度個別学習相談の状況
　両キャンパスとも、昨年度同時期と比較して、相談件
数に大きな変化はないが、以下のような内容、内訳の変
化がみられる。

【横浜キャンパス】
　・英語の相談利用者の目的が変化している。進学、就職、
　　留学の準備など将来に備えたものが増加した。　
　・昨年度は学部により相談件数の偏りが見られたが、　

　 今年度はその偏りが縮小されている（特に文系学部）。
　・昨年度、数学の相談件数は 1 年次の比重が大きかったが、
　 今年度は 2、3 年次の利用も増えている。

【湘南ひらつかキャンパス】
　・相談件数全体では、2、3 年次が減少した一方、1、
　　4 年次が増加した。
　・相談者数では、理学部 1 年次が大幅に減少している。
　　特に数学の 1 年次相談件数が昨年度とほぼ同数であ
　　るが、内訳は相談に来る学生の継続利用による。
　・今年度初の試みであるが、FYS の課題で学習相談
　　員の添削指導を受けるよう指示があり、学生、学習
　　相談員ともに初期段階の気づき、また学習相談の利
　　用促進につながる機会となった。

●学習セミナー
　昨年度より実施している『学習相談員による学習セミ
ナー』は、現在までに以下のとおり実施された。

1.「指定字数に合わせた文章を書くためには？」
　　（湘南ひらつか　国語）
　　（1）5 月 23 日（金）12:40-13:20
　　（2）5 月 26 日（月）12:40-13:20

　レポートや論述試験、エントリーシートや卒業論文
等様々な場面で指定された字数・分量で書くためのポイ
ントを身に付ける。

2.「レポートの書き方　プレゼンテーションの方法」
　　（横浜　国語　＊横浜図書館との共催）
　　6 月 5 日（木）、6 月 10 日（火）　16:50-17:30

　図書館主催の映像によるセミナーと併せて、国語の学
習相談員による“ワンポイントレッスン”を実施。
文章作成にあたっての素材集めやアウトラインの作
り方などについて実践を交えて学ぶ。



横浜学習セミナー（国語）

連携図

障がいのある学生、その他支援の必要な学生への対応
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3.「行列と行列式について」（湘南ひらつか　数学）
　　6 月 9 日（月）12:40-13:20

　行列の演算、行列演算の性質、連立方程式と行列、
行列の基本変形などについて学ぶ。

4.「微分のいろいろな計算について」（湘南ひらつか　数学）
　　6 月 16 日（月）12:40-13:20

　数列の極限、数列の級数、写像と関数、関数の極限、
連続関数、関数列とべき級数、逆関数、微分法などを学ぶ。
　

●参加した学生の感想（アンケートより）
　　●文章を書くコツがわかってきた。
　　●プレゼンテーションで伝わりやすい発表の仕方や話し
　　 方についても相談したい。
　　　　　　　　　　　　　　（以上  湘南ひらつか　国語）
　　●最近レポートの課題が出て、何をしたら良いか分から
　　 なかったので、始め方から聞くことができて良かった。
　　●情報に対して、高いアンテナを張るべきだということ
　　 が理解できた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以上  横浜　国語）
　　●忘れていたことも思い出せたのでよかった。
　　●今回のようなセミナー形式を継続してほしい。
　　　　　　　　　　　　　　（以上  湘南ひらつか　数学）

　教育支援センターでは、障がい等により支援を必要と
する学生への対応のために、入試センター、健康科学ス
ポーツ支援部健康管理課（保健管理センター）、学修進路
支援部、学生生活支援部、学生相談室及び各学部学科と
連携し、入学試験及び授業受講や定期試験受験において、
必要な配慮、措置等を講じている。

●障がい等学生の支援状況
【2014 年度の支援の特徴】　
　今年度は入学手続書類に「障がいや病気等により入学
後の学生生活に不安がある方へ」を同封し、全員に周知
した。内容は、教育支援センターをはじめとする各相談
窓口を紹介するものとなっている。入学に先立ち、支援
を必要とする学生や保護者との相談・面談の機会をつく
ることにより、学生のもつ困難の状況を早い段階で把握
でき、各種ガイダンスや履修登録のスタート時点から支
援を始められ、また、授業開始と同時に担当教員へ教育
的配慮を依頼することが可能となった。
　この案内により申出があった件数は多くはなかったが、
入学後であっても支援が必要な場合には、教育支援セン
ター、保健管理センター、学生相談室など、様々な相談
窓口があることを新入生に浸透できた。
　6 月末時点での相談件数は次のとおりである。
  （横浜、湘南ひらつかキャンパス合計）
　2014 年度…42 名
　2013 年度…27 名　2012 年度…5 名　　

【聴覚障がいのある学生支援】
　湘南ひらつかキャンパスでは、2012 年度から聴覚障
がいのある学生の支援を行っているが、横浜キャンパス
においても今年度、聴覚障がいのある学生を受け入れ、
支援を行うこととなった。



合同ボランティア説明会

双方向振動呼び出し器

筆談ボード

教育支援センターでは聴覚障がいのある学生のサ
ポートに役立つ機器を用意しています。

付属のペンで書き、瞬時に消すことができるので、
事務の窓口や研究室などで筆談する時に役立ちます。

2台の機器のボタンにより、「呼出」「応答」ができ、
100ｍ程度の距離で送受信可能です。学外活動やス
ポーツなどの場でも利用できます。

学生ボランティア活動支援
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　入学に先立ち、学科主任をはじめとする当該学科の教
員、教務技術職員との面談により学科としての受け入れ
体制の検討を行った他、語学科目の授業方法や資格教育
課程の履修に関しての話合いの場を持つなど、学内の様々
な関係者が受け入れの準備にあたった。
　授業の受講に関しては、授業時に当該学生の隣で授業
内容を筆記し伝える授業サポート学生を 1 科目に 1 名な
いし 2 名配置することとした。ポスターや学内のポータ
ルサイトにて有志の学生を募集したところ、サポートを
必要としている全ての授業科目にサポート学生を配置す
ることができた。授業サポート学生の多くが上位年次生
であるが、中には同じ 1 年次生もおり、また、所属学科
も多岐に渡っている。
　授業担当教員にも、当該学生の障がいについて状況説
明と配慮依頼をしたところ、概ね理解を得られた。
　6 月には、授業サポート学生、当該学生、学科関係者
及び事務局を交えた情報交換会を開催した。サポートに
あたって工夫していること、困っていることについて互
いに報告がなされ、今後のサポートを行う上でのヒント
が得られた。
　今後は、このようなサポート体制が広く学内に浸透し、
必要な支援に手を挙げる有志の学生がいつでも集まるよ
うな雰囲気が学内に広まることが望まれる。

【他の身体障がい、発達障がい、長期の治療が必要な病気や 
 怪我、メンタル面の不調を抱える学生への支援】
　教育支援センターでは履修登録にあたっての相談、授
業担当教員への配慮の依頼、定期試験の特別措置などの
支援を継続して行っている。
　学生によってその特徴は様々であり、個々によって必
要とする支援が異なる。また、履修している授業科目の
運営方法、規模、成績評価の方法も異なるため、支援方
法には完璧な解答がなく、個別の対応が求められる。
　今年度は、「障がいのある学生とともに」（リーフレット）
を発行し、全学生、全教職員に配付した。これは、障が
いの特徴と支援例、本学の支援体制などを示したもので、
障がいのある学生への理解・関心を促す第一歩となるも
のと期待したい。

　教育支援センターでは、学内外のボランティア情報を
広く周知するとともに、一般学生の参加を促すことを目
的とした学生団体によるボランティア企画や活動につい
て支援しています。例えば、PR のためのポスターやチ
ラシの印刷や学内施設の使用についての助言などを行っ
ています。

●横浜キャンパスでは、6 月中旬に、ボランティア活動
支援室やその他学生ボランティアサークルが協働し、「合
同ボランティア説明会」を実施した。夏季休業期間中の
ボランティア活動を広く周知し、一般学生のボランティ
ア活動参加を促す試みがなされた。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （教育支援センター）



横浜キャンパス　実施風景 湘南ひらつかキャンパス　実施風景
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　新入生なんでも相談窓口「アスクカウンター」は、すっ
かり新年度のキャンパスを彩る風物詩として定着してき
ました。これまでは、学生サークルのジンダイイノベー
ションが運営していたましが、今年度は、昨年度発足し
た「学生 UD（University Development）委員会」が主
催し、ジンダイイノベーション、KU スタジオ運営委員
会が協力する体制をとり、有志による学生スタッフが新
入生からの相談に対応しました。
　また、横浜キャンパスでは今年度竣工した 3 号館を実
施会場としました。昨年度までは、相談に訪れた新入生
を随時相談のテーブルに招いて質問を受ける方法をとっ
ていたため、混み合う時間には相談ができずにいる新入
生がしばしば見られました。これを改善するために、今
年度はアスクカウンター入り口の通路に受付を設けまし
た。「受付にて受付票の記入」→「受付担当者が学生スタッ
フの中からすぐに対応可能な者を探して案内する」、ある
いは、「適切な学生スタッフがいない場合は、相談可能な
時間を新入生に示して、再度その時間に来てもらう」→「終
了後にはアンケートへの回答を依頼する」など、受付か

【新入生の主な質問、感想等】（アンケートより）

　質問内容では、「履修に関する事」が最も多く、次いで、教職課程などの資格教育、クラブ・サークル、アルバイト、
奨学金などについての質問が多かった。相談を終えた新入生からは、「先輩の説明が分かりやすく、疑問が解決できた」

「詳しく教えてもらえて安心できた。また機会があれば利用したい」などの感想が寄せられた。

【学生スタッフの感想等】（アンケートより）

　「2014 年度からカリキュラムが変更になったため、質問に答えるのが難しかった。教職課程などは履修経験者でな
いと答えられず、相談希望者に不便をかけた」などの反省点が挙げられた。また、相談希望者の人数と相談を受ける
学生の人数に差がある学科、時間帯があり、相談希望者に長時間待ってもらったり、時間を持て余す学生スタッフが
みられたことなどを、来年度は改善したいとの意見が出された。
　「アスクカウンターを経験し、質問に答えることの難しさと達成感を感じられた。また協力したい」などの声が多かった。

ら相談終了までのシステムを確立することができました。
　実施状況については下記のとおりですが、際立つ点は、
横浜キャンパスでは、協力した学生スタッフ、相談に訪れ
た新入生とも著しく増加したことです。これは、受付を設
けたことが功をなしたと考えられます。
　一方で、湘南ひらつかキャンパスでは、新入生の相談
件数に減少が見られました。その理由には、実際に協力
した学生スタッフの数、新入生の相談リピート回数が前
年度より少なかったことなどが挙げられます。
　また実施に当たっては、事前に事務局（関連部署）との
打合せを実施し、事務局が新入生に是非伝えたいことや注
意点などを学生スタッフと共有することに努めました。
　事後にはアスクカウンター学生スタッフによる反省会が
実施されました。実施の振り返りや反省点のみでなく、相
談を受けることによって、自らが成長した点や、今後の学
生生活での目標を各自が自覚することができたと思われま
す。問題解決をすることや、何かを分かりやすく人に伝え
ることによって自らが大きく変化する、という事を体験す
る場となった「ピアサポート」の 3 週間でした。

新入生なんでも相談窓口 ｢アスクカウンター｣

開催期間：2014 年 4 月 1 日 ( 月 ) 〜 18 日（金）　
開催場所：教育支援センター「ＫＵスクエア」他　 〔横浜〕3 号館 1 階、〔平塚〕 8 号館　　　
主　　催：学生ＵＤ (University Development) 委員会
協　　力：ジンダイイノベーション・KU スタジオ運営委員会
　　　　　 〔横浜〕学生スタッフ 119(45) 名、相談者 延べ 1,051(571) 名 ↑　
　　　　　 〔平塚〕学生スタッフ   41(46) 名、相談者 延べ    192(261) 名 ↓
　　　　　 ＊（　）内は前年度実績
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人間科学部の FD 活動報告学科の活性化に向けたいくつかの試み
～研究室対抗野球・学科情報誌・グループワーク授業・ピアサポート～

　工学部物質生命化学科では、旧応用化学科の頃から、

学科の学生諸君の活性化を念頭にした活動を行なってき

ており、これら幾つかの試みとその意義についてご紹介

いたします。

　学科では、研究室対抗の野球リーグを旧応用化学科の

時代から 20 年くらい継続している。各研究室には、野

球係がいて、岸根公園、三沢グランド、沢渡台町公園、

時には横浜スタジアムなどを予約し試合をしている。リー

グ戦は 11 月頃に終了し、12月頃に打ち上げ会を催し、

戦績優秀研究室や学生を“応化杯”の名のもと表彰して

いる。各分野に籠りがちになる研究室間のより活発な交

流を促し、学生間の交友や研究の議論を活性化すること

に多いに役立っている。

　旧応化時代から継続

しているもう一つの学

生 活 動 と し て、 学 科 情

報誌「ACtive」の発行が

ある。2004 年から開始

し、3 色カラー A4 で 4 〜

8 ページ程度のもので年

1 回 2000 部程度を毎年 7 

月ころに発行し、学科・専

攻の在校生およびその保証

人に配布している。この

学科情報誌の特徴は、内

容の企画・取材・編集・校正を学年混合の学生有志編集

委員で行なっていることである。数名の教員がサポート

するが、教員の仕事は学生編集委員会の立ち上げと印刷

発注などである。学年混合の編集活動が各学年の活性の

高いコア学生の上下の交流の良い機会と成っている。過

去 10 年分のバックナンバーを学科ホームページからご

覧頂けます。
http://www.apchem.kanagawa-u.ac.jp/active/index.html

　授業科目の取り組みとして、2006 年のカリキュラム

改訂で、グループワークやプレゼンテーションを主体と

する「物質生命機能デザイン」という科目を設置した。

3 年前期の配当で化学系技術課題についてグループで調

査研究をし、発表する授業である。学生諸君は大変良

い取り組みをしてくれた。そこで、2012 年度からの

新カリキュラムでは、2 年生後期に講義形式で「研究」

の手法を涵養する「物質生命機能デザイン I」を、3 年

前期にグループワーク＆プレゼンテーションを行なう

「物質生命機能デザイン II」を開講した。I では、学科

の各研究室で過去に行なわれた研究について概説し、

その考え方や手法を紐解く。特徴として、その研究の

現場にいた卒業生を呼び、その当時の話しをしてもら

うことが挙げられる。その効果もあってか、学生の取

り組みも良く、学生アンケートでの評価も高い。II で

は、簡易ホワイトボードやポストイットなどを使った

ブレインストーミングやマインドマップを取り入れ、

グループ技術調査を行なっている。3 年生までの講義・

実習・演習と近将来行なう「卒業研究」への接続とし

て「研究とは何か」を感じ取れるように工夫したもの

であり、先輩の研究の調査を通じて疑似 PBL 的な要

素を含む内容となっている。

　昨年の本誌（No.9）に総合工学プログラムでのピア

サポート「自習塾」の紹介があった（松澤和光先生）。筆

者も総合工学プログラムの参画教員であり、この「自

習塾」の経過を見てきた中で、本物質生命化学科でも

ピアサポートの空間を設定してみたいと考えた。本年

度、5 月中旬から週 3 日、5・6 時限に部屋（23 号館）

を確保した。学生へのアナウンスは各学年の講義や掲

示、dotCampus 経由のお知らせメールで行なった。メ

デイア教育支援室にお願いして、学科の全学年全学生対

象にメール発信できるように、ダミー科目を土曜 7 限

に設置してもらった。ピアサポートとは言え、最初は

教員が顔を出すことが必要であり、今の所、毎回あた

り数人〜20人程度の参加者で細々であるが続けている。

始めてみて分かったことは、通常の教室では「机を囲む」

ということが難しく「教え合う」には適していないこ

とだ。移動可能な椅子・机がある部屋やラウンジのよ

うな空間があると都合が良い。また、学生にとって「教

え合う」という経験があるものは少なく、こういう学

修のやり方を普通のことにしていく何らかのファシリ

テーション（Facilitation）が必要であるということだ。

試験前になれば参加者が増えてくれると期待しており、

軌道に乗るかどうかはこれかというところだ。

工学部・物質生命化学科・主任　岡本専太郎
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〔委 員〕
委員長  齊藤 隆弘、副委員長  杉山 崇、副委員長  出口 裕明、法学部  柴田 直子、経済学部  出雲 雅志、経営学部  行川 一郎、外国語学部  新木 秀和、
人間科学部  杉山 崇、理学部  平田 善則、工学部  松井 正之、学修進路支援委員会  髙橋 一幸、学生生活支援委員会  石黒 敏明、メディア教育 ･ 情報システム委員
会  熊谷 謙介、 入試管理委員会  金子 匡良、大学院学務委員会  柳澤 和也、共通教養教育推進委員会  酒井 良清、 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 )  西原 聖織、 学生生活支援部  古川 昌博、 情報システム推進部  村山 宏幸、 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、柿沼 香奈、梅香家 睦子、 楢山 翔太 ( 以上 6 名 )

2014 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員

　横浜キャンパス３号館が竣工し、ＫＵスクエアはそ

の１階に移転しました。以前の１号館のＫＵスクエア

と比較し、学生スペース、事務スペースとも余裕のあ

る作りとなっています。また何より、３号館は、登校

してきた学生が各号館に向かうための通りにあるた

め、より多くの学生がＫＵスクエアの存在を認識でき

るようになりました。

　今後は学生の活動、ゼミナールや研究室など教員と

学生の活動に幅広く利用され、横浜キャンパスの新名

所になることを期待しています。

●横浜キャンパス　　　　　教育支援センター　　
　　　　　　　　　　　　　3 号館 1 階（内線 2160・2162）

●湘南ひらつかキャンパス　教育支援センター
　　　　　　　　　　　　　8 号館（内線 6600）

 kanagawa-fd@kanagawa-u.ac.jp ( 両キャンパス教育支援センター共通 )

ＫＵスクエアのご利用に関するお問い合わせ先

横浜
キャンパス
（3号館 1F）

3 号館（1F）KU スクエア
2014 年 4 月より 1 号館から 3 号館
へ移転しました。

横浜キャンパスＫＵスクエアが新棟に移転し、リニューアル
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