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2014 年度 第2 回 FD 研修会　　2014 年 11 月 8 日 ( 土 ) 開催

日頃感じていること、工夫していることなどを話し合っ
てシェアしました。
　講師のまとめでは、自閉症スペクトラムの学生への指導、
対処方法についてヒントとなる解説がありました。何をす
るべきかを伝える際に、「分かりやすく」＝「構造化」して
伝えることによって、見通しを持って行動できるようにし
ていくことが重要であるとの説明がありました。

1．自閉症スペクトラムについて
　この障がいを理解するための解説とロールプレイが行わ
れました。ロールプレイは、4 名一組になって、1 名は自閉
症スペクトラムの立場を演じることで、その感覚を体験し、
周囲の人たちはその違和感を体験するという試みでした。
　その後、参加者同士でロールプレイを通じて感じたこ
とや、自閉症スペクトラムの特徴をもった学生について

2014 年度 第 2 回 FD 研修会

日　時：2014 年 12 月 19 日 ( 金 )　13：00 ～ 14：30
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 2 会議室 ＜ TV 会議システム＞

対　象：本学教育職員及び事務職員　参加者　横浜 23 名、湘南ひらつか 7 名
講　師：人間科学部教授 ( 教育支援センター副所長 )　杉山 崇

　2016 年 4 月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されることとなり、本学においても
本格的な障がい学生支援体制の整備が求められています。
　中でも、「自閉症スペクトラム」、「ADHD」等の学生は、外見から判断することが難しく、そうと分かってもそ
の特徴を理解しにくい障がいです。そのため、教育的配慮をするにあたり、周囲が戸惑いを感じるなどの多くの
課題を抱えており、近年、大学での障がい者教育の中で特に注目されています。
　本研修会では、コミュニケーションの障がいや、こだわりや理解の偏りにより困難を抱える学生について、参
加者自らが疑似体験することにより、その特徴をより深く理解し、さらにディスカッションや支援経験者からの
助言なども交え、望ましい支援及び指導方法等を考察しました。

学修に困難を抱える学生の教育を考える ― 発達障がい・精神障がい等の学生の支援体制の実態をもとに ―

1　2014年度 第2回 FD 研修会
2　2014年度 各学部等の FD活動について

3　2014年度 教育支援センター
　　　　(FD・学生支援推進委員会 ) 活動報告



◆当日ご参加できなかった方やもう一度講演をご覧になりたい方は、当日の様子を撮影した動画を
　視聴することができますので是非ご活用ください。

　　　　　　※研修会動画および資料はこちらから。

http://www.kanagawa-u.ac.jp/fd/topics/article023.html
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2．ADHD について
　はじめに、ADHD の学生に多く見られる特徴を動画によっ
て学びました。動画では、就職活動や卒業に必要なレポー
ト、さらにはアルバイトまでこなさなければならない状況
にある ADHD の学生が、どのようにして注意が散漫になり、
結果として何が起こるか、を見ることができました。また、
参加者が別の動画を使ったテストを行い、「注意がそれてし
まう」感覚を体験しました。
　その後、ディスカッションが行われ、講師からは、ADHD
の学生への対応のコツについて解説がありました。ADHD
の特徴は、感情が喚起される方向に注意も吸い取られるこ
とであり、注意が逸れない環境づくり、集中できる授業構成、
注意が逸れた場合の気づきの促しなどが重要であることを
確認しました。

3．質疑応答
　参加者からは、自閉症スペクトラムや ADHD の学生と、
やればできるのに単に怠けている学生との違いや見分け方
について質問がありました。講師からは、これらの学生は、

動きを止めているわけではなく常に活動している、しかし
結果が得られない。怠けている学生は動いていないので、
よく観察することで見分けることができる、とのアドバイ
スがありました。
　今回の研修会は、自閉症スペクトラムや ADHDの概要や説
明に留まらず、このような学生がどのような感覚で日常生活
や大学生活を送っているのかを参加者が身をもって体験する
ことが一つの狙いでした。
　様々なワークでは、参加者から驚きの声や、時には笑いも起
こり、この体験は深く参加者の記憶に残るものとなりました。
　また、このような学生への対処方法のアイデアや、自身が
今まで障がい学生に対応した経験などを参加者同士でシェア
することで、今後の学生対応への手がかりを各自が得るこ
とができました。さらに、学内に同じような学生対応に関
心を寄せている教職員が多くいることを実感することがで
きました。
　この研修会が、学内の障がい学生支援体制整備の第一歩と
なり、その対応にあたる教職員の繋がりを深めるきっかけに
なることが期待されます。



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　出雲　雅志 経営学部

経営学部 FD 委員会委員長　行川　一郎
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2014 年度各学部等の FD 活動について

　2014 年度の法学部の活動について、簡単にご報告する。

　FD に関して法学部においては、3 名の教員をメンバーとする

FD 委員会に加えて、法学部と法学研究科の全構成員による FD

懇談会がおかれている。FD 懇談会では、毎回、FD に関連する

テーマについて教員 2 名程度に簡単な報告や問題提起をしても

らい、その後、出席した全員でフリーディスカッションを行う。

法学部では、この FD 懇談会が、FD に関する主要な活動である。

　本年度は、11 月、12 月、1 月の教授会前の昼休みに FD 懇

談会を開催した。本年度取り上げたテーマとそこで交わされた

議論を簡単に紹介する。

　第 1 回の 11 月は、「『基礎演習Ⅱ』のモデル授業計画」と題

して、FD 懇談会を行った。法学部では、来年度から、2 年生

には、これまで通年科目だった「ゼミナールⅠ」にかわって、

前期は「基礎演習Ⅱ」後期のみ「ゼミナールⅠ」を提供する。

そこで、懇談会では、新科目の開講の目的について、教員が共

通認識をもち、また適切にシラバスを作成できるよう、学科主

任からの説明とモデル授業計画の紹介が行われ、授業運営や到

達目標の目安について意見が交わされた。

　第 2 回の 12 月は、「担当講座における成績不振者への対応」

を取り上げた。履修している学生のうち、授業についていけな

い学生についてどのような対応をしているか、FD 委員から簡

単な問題提起を行ったあと、各教員からさまざまな意見を出し

ていただいた。

　第 3 回の 1 月は、「法学部における英語教育」をテーマとし、

本年度より法学部で開講している「法学政治学英語特講」のレ

ビューを担当教員にお願いした。「英語による授業」の開講に

ついては、大学としても関心が高いことから、法学部として英

語教育のあり方や学生の関心、法学部学生の英語力についてな

ど、英語教育全般にわたる意見交換を行った。

　本年度は、FD 懇談会を 3 回しか開催することができなかっ

たが、短い時間ながら有意義な意見交換が行えたように思う。

来年度についてはさらに充実できるよう、テーマを設定すると

ともに、意見交換の結果を共有できるよう、工夫していきたい。

　経済学部ＦＤの課題は、昨年と同様、①授業アンケートの組

織的活用、②初年次教育の内容再検討と 4 年次ゼミの履修率

の向上、③カリキュラム委員会などとＦＤ委員会の機能分化と

協同体制の確立、④授業・教授法改善の取り組み、⑤授業参観

や授業検討会の実施と授業例集の作成と共有、⑥ベストティー

チャーの選出、⑦新任教員対象の講演会や研修会の開催、⑧授

業方法（双方向型・対話型授業を含む）の検討、⑨授業外学習

や課題設定の工夫、⑩ゼミ活動の活性化と指導の改善、⑪試験

問題とレポート課題の作成・評価の再検討、⑫シラバス作成方

法の工夫、⑬効果的な教材の作成と活用、であった。

　これらは、FD 委員会だけでなく、カリキュラム委員会や導

入教育委員会、戦略検討委員会など、経済学部の他の委員会で

も議論され取り組まれている課題で、今年度、取り組むことが

できたのは、主として①と⑥と⑩と⑫であった。ここではとくに、

授業アンケートの組織的活用について報告する（ただし現状の

授業アンケートでは必要十分な分析ができないためその組織的

活用が難しい。くりかえし授業アンケートの改善を要望したい）。

　2014 年度授業アンケート結果の分析として、とくに以下の

2 点を強調したい。

　第 1 に、1 学年 1100 名の学生定員をもつ経済学部では、少

なくない科目で多すぎる履修人数のため教員の負担がきわめて

大きいということである。これまでに、100 名以下の規模の授

業の「充足度」が突出して高く、履修人数が多いほど「充足度」

が低くなる傾向をもつことがわかっている。履修人数の少ない

授業では一般に「学生マナー」もよく、授業に集中できる環境

が形成されていることが容易に想像される。

　第 2 に、一般に「充足度」の高さが「到達目標の明確化」「シ

ラバスに沿った授業」「事前事後の課題の指示」「適切な難易度」

と関連し、「かなり難しい」と感じる難易度の高い授業と「不

可比率」が 30％を超える授業の「充足度」が低い、というこ

とにはこれまでも注目してきた。しかし今年度のアンケート

結果では、「難易度」と「充足度」の負の相関関係がよりはっ

きりと示唆されているようにみえる。あわてて安易な結論を

だすことは控えたいが、今後、すべての科目の履修人数の適

正化（学生定員の適正化はもちろん）をはかるとともに、授

業の形式や内容にもふみこんだ具体的な対応が求められるこ

とになるだろう。

　最後に、今後の課題について。2013 年度の卒業率がかなり

低い結果になったことから、経済学部教授会では、これを深刻

な問題として認識しなおし、その解決に向けた議論と施策が必

要であることをあらためて確認した。「よりよい授業」「わかり

やすい授業」を通じた学生の学力向上と教員の研究・教育能力

の向上とは不可分である。学生の基礎学力を多角的に分析し、

国際化と多様化に応じた魅力的な双方向型・対話型の授業を創

造することはもちろん、充実した研究と教育を可能とする環境

づくり（会議や組織の簡素化と効率化）がいっそう重要な課題

となっていることをあらためて強調したい。

　経営学部の FD 活動は従前より他大学や受験界の動向に目

を配り、新入生や在学生の意向や希望を取り入れる努力を重

ねてきた。FYSの必修科目化、学部独自の授業アンケート実施、

インターンシップ導入、AO 入試採用など実績は実に多く積み

重ねられている。そして、2014 年度からキャリアショップ

制という学生の科目履修の自由度をあげつつも専門科目の枠



外国語学部

外国語学部ＦＤ委員会委員長　新木　秀和
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組みを堅持することを狙った新カリキュラムが稼働し出した。

ただ、専門科目を学生が履修するのは 2 年次以降が大半なの

で今年度は学生への周知徹底に費やされたといってよい。そ

れも事務局からの掲示に終わるのではなく、教員が赴いて昼

休み、学生が昼食を食べている講堂での説明会を複数回、時

期を置いて行ったのだが、それらは学部学修進路支援委員会

の取組みで行われた。FD 委員が主導ないしは関るのが困難な

事項も多く（たまたま当方は学修進路支援委員だったので奏

功しているが）他委員会とのつながりが FD 活動には極めて

重要だという印象を改めて強く持つこととなった。2015 年度

からは 2 年次生の教養ゼミ ( 前期 ) と専門プレゼミ ( 後期 ) が

新たに始まるが、当該科目が学生をどう刺激するか FD の立

場からも注目したいところである。

　ゼミが 1 年から 4 年まであるのが当学部の特徴だが、それ

でも学生をフォロー仕切れる訳ではない。たとえば新入生が 4

年となり卒業するまで継続的にフォローするために「目標」や

「ふりかえり ( 達成度 )」等を各自で記入した用紙をバインダー

（マイ・ポートフォリオ）にはさんで自身の自己管理やゼミ指

導で活用する試みを 2014 年度から新入生対象に始めたが、も

れなく用紙を配付することさえ困難である。事務局配付では作

業時間が膨大にかかるので必修科目の教員の方々にお願いして

対応している。横の連携というのが FD のかなめになる実例が

ここにも表れている訳なのである。実は紙ベースをｅポート

フォリオにすれば解決できる事案なのであり、個人情報保護と

の関連もあろうが ICT の積極活用に成功すれば FD 活動は飛

躍的に進化するとの確信を個人的に持っている。

　2014 年度から、新入生の動向を把握するために学部独自で

「経営学部学修調査」をインフォームドコンセントに配慮して

記名式で行っているが、2015 年度はさらに 1,2 年生に実施す

る。これらをはじめ、学部教員は日頃の教育に各所で工夫をこ

らしつつ担当科目でそれぞれに努力を重ねている。今後も経営

学部としては多方面にわたり FD の実をあげる工夫を続けてい

きたい。

　外国語学部では、学部共通の学修支援活動（文化ウイーク、

留学フェア等）に加え、4 学科それぞれの特徴に応じた独自の

FD 活動を行っている。2014 年度の各学科による活動実績は

次のとおりである。

＜英語英文学科＞
1. 入学前指導
　入学前教育の一環として、新入生に課題を課し入学後に提

出させることとした。また 12 月 13 日（土）プレジンダイセ

イミーティング（入学前スクーリング）を実施し、大学への

スムーズな移行を促進した。

2. カリキュラムの改訂
　1,2 年次生の英語の基礎力・運用力を強化するため、ネイ

ティブ・スピーカーの担当科目を増加させた。また履修の順

次性を整理し、学修の積み上げを促進することで、3,4 年次

生の専門性（英語学・英語教育、英語圏文学、英語圏文化）

を高めるようにした。

3. 教員の授業改善に関する取り組み
　①著名人の講義を含め、現役の教員をしている卒業生の研究

発表を通じて、大学レベルや中高レベルにおける教育方法の向

上を目指し、12 月 21 日（日）に「英語教育研究大会」を実

施した。② 11 月末に非常勤講師との打合せ会を開催し、授

業目標・内容・評価、及び新カリキュラムの趣旨等につい

て、担当者間で意識の落差が生じないよう徹底を図った。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）の更なる充実を図るため、総括を

行った。④ 2010 年度より導入した「English Express」（英

語を使って活動するラウンジ）の活用を奨励している。

4. 学生の課外活動に関する取り組み
　学生の学修意欲を高めるため、① 11 月 22 日（土）午後に、

第 14 回英語スピーチコンテストを実施した。学生スタッフが

企画運営の中心となり、外部審査員 2 名を招いて、多彩なテー

マでのスピーチを発表した。②スピーチコンテストの審査時間

を使って、来日中のタスマニア大学学生による日本語のスピー

チを行った。③毎週火曜日の昼時間に 20 号館英語共同研究

室で「English book Club」の活動として、大学院生が学部

生に読書のアドバイスをし、英語の読書を奨励した。

＜スペイン語学科＞
1. 授業改善のための取り組み
① 例年のように 7 月に独自の学科アンケートを実施し、その結

果を授業改善やカリキュラム改訂に活用すべく検討を行った。

② 1 月末に非常勤講師との打合せ会を開催し、授業運営・改善

に関し意見交換を行った。

2. 文化ウイークおよび学生の課外活動に関する取り組み
① 6 月 26 日（木）スピーチコンテストを開催した。多数の学

生が個人ないし集団で多彩なテーマによるスピーチ等を披露

し、学修成果を共有できる機会となった。

② 10 月 25 日（土）「就職 Q&A」を開催し、就職事情の説明

と卒業生および内定学生による体験談紹介により、学生が将

来について考える機会となった。

③ 11 月 21 日（金）「キューバの夕べ」を開催した。キューバ

大使館参事官と講演者を交えての勉学と交流の機会となった。

④ Spanish Express を活用して学生へのスペイン語学修支援

を継続した。

⑤ 学生のスペイン語検定受験への支援と指導を継続し、2014

年度は西検受験に加えて DELE 受験への支援も実施した。

＜中国語学科＞
1. 授業の改善のための取り組み
①定例の学科会議に加えて、別に時間を設定して、授業の改善、

カリキュラムの充実について協議を行い、それをシラバスの

質の向上に結びつけた。

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

およびその改善の方策について意見交換を行い、授業の効果

的実施に役立てた。

③年度末に卒業年次、進級年次の学生を主たる対象に成績会議

を実施し、学生の学習到達度などについて議論を行い、学生

への学習指導を強化した。

2. 学生の学科主催の行事への参加や課外活動推進についての
　 取り組み
　学生の自主的な活動を支援し、授業と結びつけて、学生

たちの学習意欲を向上させるため、①スピーチコンテスト、



人間科学部

人間科学部ＦＤ委員会委員長　杉山　崇

理学部

理学部ＦＤ委員会委員長　平田　善則
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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、および卒業祝賀会等の行

事を実施した。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に取り組んだ。

＜国際文化交流学科＞
1. カリキュラムの改訂
　2014 年度からのカリキュラムでは、「比較文化研究」とい

う科目群を新しく設置し、数科目の科目名変更などと併せて、

文化を比較することを強調することにした。1 月に 1、3 年

生を対象にアンケートを実施して、今後のカリキュラム改訂

のために調査の結果を纏めることした。共通科目である FYS

の内容や目的を確認し、シラバスを見直した。また、必修科

目である英語表現 A・B の共通教材を選び、内容と目的をさ

らに具体的に決めた。学科の英語部会は非常勤講師を対象と

した「一般英語担当者打合せ会」を 2 月 12 日に開催した。

　その際にワークショップを開催し、授業アンケートに基づく「優

秀授業賞」を授賞した教員 3 名が模擬授業を行い、効果的な授業

についての活発な意見交換を行った。また一般英語の授業運営に

関する決まりや慣行をまとめた文書を今年初めて作成・配布した。

2. 文化ウィークでの取り組み
① 11 月 15 日（土）「言語の祭典－ Festivalo de Lingvo」を

開催し、学科で学修されている外国語から独・仏・韓・露・

中・英・西・伊の 8 言語を学ぶ学生たちが 12 のチームに分

かれ、学修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った。

② 11 月 29 日（土）「異文化交流フェスタ」を開催し、矢野ブ

ラザーズのライブと講演会を行った。日本とガーナの友好

関係を学校建設で結ぶ「エニジェ」の代表である矢野デイ

ビッド氏に、国際協力の活動や異文化交流について話して

いただいた。第二部は教員と学生が「愛」をテーマにディ

スカッションを行った。

3. 就職活動のガイダンス
　11 月 4 日（火）3 年生を対象に「就職懇談会」を開催した。

就職課によるガイダンスが行われ、卒業生や内定が決定してい

る４年生の学生からは就職活動の体験談が話された。

　人間科学部では全学部的に 3 大 FD（入試、カリキュラム、ディ

プロマ）の改善に向けた関心が高い。今年度、学部内で扱われた、

または展開した主な事業・案件としては以下の5件があげられる。

1．リアセック社「PROG」導入について

2．カリキュラム改定について

3．3 コース共通科目（人間科学特別講義など）の運営について

4．夏季研修会での啓発的情報提供について

5．授業アンケートの活用について

6．フィールドイノベーションへの協力について

　1．のリアセック社「PROG」は当初は学部将来構想検討委

員会と学部 FD 委員会を中心に特別予算を申請した事業であっ

た。残念ながら特別予算の獲得はならなかったが、学部の事業

として別途予算をつけて展開している。「PROG」とは社会人基

礎力に対応した測定ツールで全国の社会人および学生サンプル

を元に標準化されている。測定結果が各個人のプロフィールと

してフィードバックされて、自分のスキルを確認できる。また、

スキルアップに向けて心がけるべき助言もセットになっている。

2013 年度はリアセック社が無償で提供するサービスを利用して

試験的に導入したが実施に関わった教員および学生は大いに刺

激を受け、本格導入の検討に至った。今年度は 2,3 年次生の希

望者に実施し、2015 年度にはその結果を元にしたキャリア教育

も視野に入れた指導が行われる予定である。

　2．のカリキュラム改定は、本学部のディプロマは学術的基

盤に立脚しながらも社会の動きを見据えた側面もある。そのた

め特に応用的な科目では社会の動向によって役割を終えた科目

が発生する可能性もある。たとえば、「大脳生理学」は近年の

学術成果としても脳科学（学術的には認知神経科学と呼ばれる

ことが多い）への社会的関心を考慮しても大脳に限定した科目

ではなく、より広く扱える「認知神経科学」へと改定した。また、

需要の高い情報処理関連の科目を拡張するなど、学部をあげて

カリキュラムの適切性を再検討して全学部的に改定を行った。

　3．の 3 コースの共通科目は 1 学科 3 コース制を取っている

本学部では 3 コースの専門性を束ねる意味で重要な科目であ

り、学部 FD 委員を中心に運営を議論している。また、4．に

ついては「課題達成型授業」の効能と方法について、特に講義

科目での取り組みについての情報提供を学部 FD 委員会で企画

していたが、夏季研修会が「2．」だけで展開した関係で一部教

員への資料配付に留まったことは今後の反省点である。

　5．の授業アンケートの活用については全学的な活用として推

測統計的な解析も行われており、この解析結果の一部を教授会

で取り上げるなど教員の啓発に活用した。さらに独自のデータ

解析について検討した。次年度以降、2014 年度のアンケート結

果の解析を進める予定である。6．のフィールドイノベーション

とは図書館を中心に進んでいる学生の講義と図書館が提供する

学術情報をつなぎ、学生の主体性や創造性、課題達成を促すプ

ロジェクトである。学部 FD 委員および学部将来構想検討委員会

でこのプロジェクトに協力し教育上の課題について話し合った。

　なお、人間科学部では学部の FD 活動も学部の事業・案件と

して展開している部分と学部 FD 委員会の事業・案件として展

開している部分がある。学部の事業・案件としての部分は学部

FD 委員会委員が主体的にリードするだけでなく、モニターお

よび展開のアシスト役として機能している。

　理学部の FD 委員会は各学科から選出された４名の FD 委員

により構成されている。理学部の FD 活動は学科主体で進めら

れており、2014 年度は学部 FD 委員会として新たな課題に取

り組むことはできず、連絡、調整の機能を果たせただけである

ことは残念である。

　本年度に取り上げた検討事項は AO、各種推薦入学試験合格者

に対する入学前教育プログラムに関すること、及び学生による

授業アンケートの活用と改善に関することである。前者につい

ては業者からの報告書からも分かるように学生により取り組み

方、学習意欲も様々ではあるが、高校生活の最後の期間に入学



工学部

工学部ＦＤ委員会委員長　松井　正之

建 築 工 学 科

経 営 工 学 科

物 質 生 命 化 学 科

電気電子情報工学科

情報システム創成学科

共 通 教 室

機 械 工 学 科

6/23

6/23

7/10

10/22

11/12

11/27

12/15

建築環境工学 I 及び演習

情報工学

高分子化学 I

電気回路 I

アルゴリズムとデータ構造

解析学 II

工業熱力学及び演習 I

安田洋介

窪谷浩人

金　仁華

陳　春平

西澤弘毅

矢島幸信

伊東弘行

第 1 回

第 2 回

第 3 回
第 4 回
第 5 回 
第 6 回 

第 7 回

4 月 30 日

5 月 21 日

6 月 18 日
7 月 28 日

10 月 22 日
11 月 19 日

3 月 10 日

引き継ぎ事項の確認、役割分担と、模範
授業開催の決定など
第 1 回 FD 学生支援推進委員会報告、
検討事項など
入学前教育課題の問題など
自己点検評価報告書など
自己点検評価報告書（2 稿）など
模範授業報告と情報 ･ 意見交換、教育改
善への授業アンケートの組織的活用など
第 20 回 FD フォーラム ( 同志社大学 )
報告、年間活動総括など 

大学院

大学院学務委員会委員　柳澤　和也

後に必要になると思われる事項についての学習を促すことは重

要と考え、来年度もこれまでと同様に実施することを要望した。

　後者に関してはアンケートを記名式にすることも含め検討し

た。これと関連して、学科会議で報告されたことであるが、成

績と入試種別の相関に見られる学年進行に伴う興味深い変化に

ついて触れておく。推薦系入学の学生の成績分布が学年進行と

ともに全体として上方にシフトする傾向が見られ、その原因と

して推薦入学者は高校時代に入試対策を行っていなかった者が

多いと思われることのみならず、入学後の学習意欲に入試種別

が影響することが考えられる。授業アンケートにもこうした学

習意欲と入試種別の相関が見えるような項目を加えることを検

討したが、匿名性を担保するよう、アンケート項目についてさ

らに検討する必要がある。

　理学部では以前、授業参観を試行したことがあったが、最近

ではベストティーチャー賞関連を除き行われていない。代わり

というわけでもないが「理学談話会」を授業期間、月に 1 回開

催し、二名の教員による各 40分程度の話題提供が行われてい

る。内容は演者によるが、理学部構成員にどのような研究を行っ

ているのか、その学問分野の面白みはどのようなものか等を伝

える場になっている。聴衆には専門の異なる者が多いので、授

業スキルが問われているといってもよいであろう。

　理学研究科では英語による授業のための FD 研修会が計画、

実施されている。なお、国立台湾大学との国際交流により、本

学の学生が台湾からの学生とともに夏季集中講義として英語に

よる授業を履修した（化学国際交流）。また、3 月には大学院

生が教員とともに台湾を訪問、シンポジュームに参加しポス

ター発表を行った。

　本年度は基礎科目を中心にカリキュラムの改訂があり、オム

ニバス形式の授業には運用の改善、FD の必要があるものも見

られるようである。これも含め、昨年度も指摘されていたよう

に各学科の「文化の違い」を乗り越え、各教員の授業スキルアッ

プを目指した情報の共有、学部としての FD 活動の推進を図っ

ていきたい。

　主な活動は、月例の委員会と、各学科での模範授業である。

まず、委員会は、本部の FD 学生支援推進委員会が月の初めに

開かれるので、原則としてその月の第 3 水曜日夕方から開催し

ている。内容は、各種報告事項と審議事項からなり、本部から

の検討事項について討議している。

　今年度の委員会活動は、以下の通りである。

 また、模範授業は、6 学科 1 教室の FD 委員により実施され

ている。その中には、熟年の先生による黒板をフルに活用した

懇切丁寧な進め方のものから、若手の PPT 等をフルに活用し

たシステマチックタイプのものなど様々である。共通している

点は、何らかの配布資料を準備されているところである。

　今年度の模範授業の実施は、以下の通りである（敬称略）。

　他に、本部関係の FD 講演、研修会、シンポジウム、フォー

ラムなどが年間を通じて種々なイベントがあり、参加が求めら

れている。本年度の 2/28 〜 3/1 には、恒例の FD フォーラム（第

20 回）が同志社大学で開催され、本部関係者のほかに、工学部

委員会からは佐々木志剛先生と委員長である松井が出席した。

　学務委員会は、2014 年度、3 回目となる「大学院生アンケー

ト（学習環境満足度調査）」を実施した。この調査は、学部生

を対象に実施している「授業評価アンケート」に相当するも

のであり、第 1 回は 2009 年度、第 2 回は 2012 年度に行わ

れた。過去 2 回の調査から窺えるように、この調査の実施ペー

スは従来、3 年に 1 度であった。

　しかし、大学院の標準在籍年数は、博士後期課程を含めれ

ば 5 年であるが、博士前期課程だけでは 2 年にすぎない。博

士前期課程のみで大学院を終える大学院生が多いことを踏ま

えると、従来までの 3 年に 1 度のペースでは、一回も大学院

の教育内容や施設環境に意見を述べる機会を与えられない者

が存在することになる。

　この問題を重く受け止めた学務委員会は、年度の半ばになっ

て急遽、実施ペースを 2 年に 1 度に短縮する決定を下し、第

3 回調査を 2014 年度中に実施する方針を打ち出した。幸い、

大学院生数は、全研究科全課程（法務研究科を含む）を合わ

せても 463 人（2 月 1 現在）であり、調査を実施するにあたっ

て問題になりがちな予算上の制約もないに等しい。また、大

学院生に配付される調査用紙は、ひとりの学生が受講してい

る科目のそれぞれについて評価をしていく形式ではなく、自

身が属している研究科の教育内容や施設環境を総体として評

価する形式になっており、調査に費やす時間も学部の調査よ

りもはるかに短くてすむ（この理由は，大学院の講義・演習

が少人数かつ対話形式ですすめられるために、大学院生と教

員の人格的交流の度合いが学部生と教員のそれとは比較にな

らないほど高くなり、学部と同様の調査方法では回答の匿名

性を担保できないからである）。

　もっとも、調査の実施を決定した段階で残されていた授業日
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数は、きわめて少なく、過去の反省点をすべて調査項目に反映

させるだけの時間的余裕は、ほとんど残されていなかった。そ

れゆえ、調査項目それ自体は、第 2 回の調査で反省点として挙

げられた自由記述欄の例示を削除するにとどまり（第 2 回の調

査では、例示が結論を誘導した可能性があった）、第 2 回の調

査項目を引き継ぐかたちになった。また，回収率も、2012 年

度の 57.2％を下回る 50.1％にとどまった。調査項目の点検と

調査の実施時期については、次年度以降の課題としたい。

　最後に、調査結果の取りまとめについて言及しておく。現

在、回収した調査用紙の集計がようやく終わった段階であり、

内容の分析と結果の公表は、次年度になる。前回同様にウェ

ブにて公開する予定である。

2014 年度 教育支援センター (FD・学生支援推進委員会 ) 活動報告

　Ⅰ. FD 活動

１.2014 年度教育改善のための学生による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、履修登録者数 10 名未満の科目、その他学生の匿
名性が確保できない科目は対象外とする。

(3) 実施時期
実施日は、原則として前 ･ 後学期とも 14 週目の授業日とし、
13 週目の授業日を予備日とする。

(4) 主な取り組み
◆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、個別授業科目データの公開
◆実施結果の集計及び組織的活用のための分析方法の検討

２. 2015 年度学修状況調査の検討
(1) 目的

学生の学習時間、学習成果の自己評価、学習動機と教育課程と
の関係等を把握して、その調査結果を成績データ（GPA）や出
席状況と合わせて複合的に統計分析し、FD 活動に役立てる。

(2) 実施方法
1・2 年次対象 ｢自己発見レポート（大学生基礎力調査）Ⅰ･Ⅱ｣
及び 3 年次生対象「CAREER APROACH」に、学修状況を把
握するための独自設問を追加設定し、既存設問（アセスメント
データ）とのクロス集計及び分析等を行う [ 学修進路支援部第
二部（就職）と連携 ]。

(3) 独自設問
◆小論文やレポートなどの文章を書くことに対してどのよう
　に感じるか
◆自分の学習に対する姿勢をどう思うか（能動的 / 受動的） 等

３. ＦＤ研修会の実施
　　( 学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会との共催 )
　第 1 回は、外部から講師を招いて基調講演が行われた後、本学教
職員及び学生に加え、他大学教職員及び学生、高等学校教諭も交え
てワークショップを実施した。第 2 回は障がい学生支援のあり方を
理解する講義及びワークショップを実施した。

（1）第 1 回 11/8（土）｢大学教育の再構築 ― 学生を成長させる大学へ」
　第Ⅰ部基調講演：金子元久氏
　第Ⅱ部ワークショップ「学生が成長する教育とは」
　[ 参加者数 ]　62 名（他大学教職員 16 名、高等学校教諭 4 名、
　他大学学生3名、本学学生10名、本学教職員26名、その他3名）

（2）第 2 回 12/19（金） 「学修に困難を抱える学生の教育を考える 
　　― 発達障がい・精神障がい等の学生の支援体制の実態をもとに―｣

 ｢見えない障がい｣ の理解（映像・講義）/ 疑似体験（ワーク）/
対処方法（ディスカッション・講義）
講師 : 教育支援センター副所長（人間科学部教授）杉山　崇

　[ 参加者数 ]　31 名、（教員 13 名、事務職員 18 名）

４. 他大学学生 FD 大会への本学学生参加
◆ 8/23（土）〜 24（日）
｢学生 FD サミット 2014 夏｣ ―あなたがキヅク未来―

[ 会場 ]　京都産業大学
[ 主催 ]　京都産業大学 学生 FD スタッフ AC 燦（SAN）/ 
　　　　 同 教育支援研究開発センター
[ 本学参加者 ] 学生 6 名（法 1、外 1、工 4）、教育支援センター
　　　　　　  職員 2 名
◆ 10/4（月）
｢みんなで一緒に交流しながら考えよう｣
　 ―学生 FD のこと、大学教育のこと―

[ 会場 ]　東洋大学白山キャンパス　　
[ 主催 ]　東洋大学 FD 推進センター / 学生 FD チーム
[ 本学参加者 ] 学生 2 名（工 2）、教育支援センター職員 1 名

５. 三大学 FD 懇談会 ( 横浜国立大学、関東学院大学、神奈川大学 )
　  の開催

　FD に関する情報交換及び連携を通し、各大学の FD 活動の
さらなる発展に寄与することを目指して三大学 FD 担当者によ
る懇談会を 7/10（木）神奈川大学横浜キャンパスにて開催した。

６. 2014 年度 FD 関連研修会への参加及び他大学実地視察の受入れ
● 8/29（金）FD 合宿研修会（横浜国立大学）● 9/3（水）全
学 FD・SD フォーラム（関東学院大学）● 12/14（日）KGU
高等教育セミナー（関東学院大学） ● 2/21（土）〜 22（日）
AP 推進フォーラム（横浜国立大学）● 2/28（土）〜 3/1（日）
第21回FDフォーラム（同志社大学:大学コンソーシアム京都） 
● 3/13（金）〜 14（土）第 21 回大学教育研究フォーラム（京
都大学） 他

  Ⅱ．学生支援活動　

１. 新入生なんでも相談窓口アスクカウンターの開設
　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
UD 委員会主催による新入生の相談窓口を開設した。

[ 開催期間 ] 4/1（火）〜 4/18（金）
[ 開催場所 ] 教育支援センター「ＫＵスクエア」他　　　

〔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
〈8ページに続く〉
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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

☆ Yen ☆ Leap）● 8/4（月）富士山ボランティア ● 8/5（火）神
奈川新聞花火大会ボランティア ● 2/12（木）学内ボランティア団
体交流会 ●文房具 & 布草履（T シャツ）プロジェクト ●ボランティ
ア募集広告のホームページのアップ（毎月 5 日・15 日）●学生ボ
ランティア活動支援室広報誌 ｢Your Field｣ の発行

Ⅲ．その他

１. 入学前教育課題 (AO・各種推薦等入試対象 ) の目的、方法の
　 見直し及び入学前スクーリングの開催
12/13（土）｢プレジンダイセイミーティング｣

[ 実施対象学部学科 ]
（横浜）外国語学部英語英文学科、工学部情報システム創成学科・
　　　  総合工学プログラム

（平塚）経営学部国際経営学科、理学部全学科
[ 主な内容 ]   4 年間の学びと入学前準備、先輩学生との懇談会、
体験授業・実験、 事務局（学修・学生生活・就職）からの説明、
キャンパスツアー　他
[ 参加者数 ]  入学予定者 316 名（横浜 116 平塚 200）、保護者
202 名（横浜 65 平塚 137）

２.TA制度の運用改善の検討及びSA（ステューデントアシスタント）
　  制度の規程化

◆授業担当教員に TA の過度の負担への配慮と、業務範囲の徹
　底を図った。
◆本学学生を学部の講義、実験、実習、演習等の教育的補助業
　務に従事させることにより、学部の教育の充実及び学生自身
　の成長に資することを目的として SA 制度の規程化を図った。

２. 教育支援センター学習相談員による相談及び学習セミナー
【横浜キャンパス】
　　今年度の学習相談利用者は 106 名、722 件であった。また実
　施したセミナーは以下のとおりである。
　[ 英語 ]「学習相談受講生との座談会」9/17（水）
　[ 国語 ]「レポートの書き方とプレゼンテーションの方法」
　　　　　　6/5（木）･10（火）＊横浜図書館との共催
　　　　　「レポート、ノートの精度を上げよう」9/16（火）・18（木）

【湘南ひらつかキャンパス】
　　今年度の学習相談利用者は 49 名、377 件であった。また実施
　したセミナーは以下のとおりである。
　[ 数学 ] 「行列と行列式について」6/9（月）
　　　　 「微分のいろいろな計算について」6/16（月）
　[ 国語 ] 「指定字数に合わせた文章を書くには？」
　　　　  　5/23（金）・26（月）
　　　　　「『あなた』が伝わる文章を書くには？」10/20（月）・27（月）
　　　　　「客観的なレポートを書くには？」
　　　　　　　―効果的な「引用」術を身に付けよう― 11/3（月）・10（月）

３. 障がいのある学生への支援
　両キャンパス合わせて前期には 39 名、後期には 43 名の障がい等
の学生が教育支援センターに相談に訪れ、必要に応じて支援を行った。

（1） 障がいのある学生支援に関する連絡会の開催　3/10（火）
　　関連部署により支援を必要とする 2015 年度入学予定者（入学

試験特別措置を含む）及び在学生（復学予定者を含む）で引き続
き支援を必要とする学生の状況について確認した。
[ 参加部署 ]　学修進路支援部第一部（教務）､ 学生生活支援
部（学生課・学生相談室）、保健管理センター、入試センター、
教育支援センター

（2）｢よこはま若者サポートステーション｣ との学校連携
　　学修進路支援部第二部（就職）、学生相談室と連携して、主に
　発達障がいのある学生に対する就労支援を行った。

（3）障がい学生支援アドバイザーの任用
　　検討の結果、2015 年 4 月より、1 名の任用を決定した。本学

の障がい学生支援体制整備に必要な事項の調査・検討、助言を
主な業務とする。

４. 学生ボランティア活動の支援
●5/31（土）他大学交流会（昭和女子大学共催） ●6/16（月）〜20（金）
学内出張ボランティア説明会 ● 6/29（日）Change JINDAI （Global
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