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見つめよう…というのが、現在のところの私の
答えである。原点と言ってもいろいろであろう
が、私にとっては、自分の講義やゼミの運営の
方法であり、大人数の教育と少人数の教育の組
み合わせや、カリキュラムの再編などに関する
議論との連接であり、そしてなにより教育が内
容だけではなく方法も含めて、研究に支えられ
ているという事実と意識である。これらは、全て FD 活動がこれほど
盛んになる前から地道に積み重ねてきた、そして現在も継続している
事柄ばかりである。FD に関する様々な新しい提案に目を奪われたり、
時間 (!!) を奪われたりして、原点や足元の地道な努力が疎かになって
は、本末転倒である。一方、原点にこだわり、旧来の意識のままに、
新しい提案や枠組みを見逃してしまっていては、問題解決の機会を逃
すことにつながり、残念である。したがって、原点から FD を捉え直
した上で、取り入れていくことが重要なのであろう。
　その意味で、私自身は、法科大学院の講義を担当する中で体験した教育
方法の改善やそのための手段に、大きな影響をうけた。いずれも非常勤で
の勤務先での経験であったが、ディベイトや反転講義などの手法や ICT の
活用はもちろんのこと、非常勤も含め教員相互の参観を踏まえて相互にコ
メントしあう経験は、良い意味でも悪い意味でも、講義は一人でつくり上
げるものという観念を揺さぶる、非常に新鮮かつ有意義な体験であった。
　また、FD 活動や教育方法に関する集会などで、異分野の研究者と
出会い議論する機会は、これまでの研究生活の中では得られなかっ
た新しい経験であった。このような経験を踏まえ、講義やゼミにそ
の成果を活かすことができれば、またそれを同僚たちと分有するこ
とができれば、それこそが FD 活動そのものであろう。

　FD（Faculty Development）という言葉を最初に聞いたのは、いつ
だったろうか。もとより、正確なことを記憶しているわけではないが、
おそらく世紀の分かれ目あたり、個人的には前任校で新しい学部の立
ち上げに関わっていた頃と思われる。はじめは、FD とは大学の授業
改革のための組織的な取り組み方法、あるいは大学教員の教育能力を
高めるための実践的方法と説明されても、私の頭のなかでは、Faculty
と Development の２つの単語がうまく結びつかず、とりあえず、国
連開発計画（UNDP）の人間開発（Human Development）との類推
で理解するしかないのかしらと、どこか他人事のように感じていた。
　彼の地の話と受け止めていた FD 活動は、瞬く間に此の地にも普及
した。1998年の大学審議会答申にはじまった文部科学省の旗振りが、
大いなる後押しとなったことは、言うまでもない。現在では FD 関連
の学会が複数存在しており、参加者は教育学などの学問領域の研究者
だけではなく、理系・文系を問わず、すべての学問分野に広がってい
る。大学教育の改革や組織の改革の場面で、FD という語を聞かない
ことはないし、毎月のようにシンポジウムやワークショップや講座な
どが開催され、新しい枠組みや手法が次々と発表されている。
　しかしながら、このように、FD 活動が注目され、義務付けられ、次々
と新しい手法や分析枠組みが提示される中で、それら新しい試みは必ず
しも充分に私達の日常的な教育活動に反映・定着しているとはいえない。
むしろ、FD 活動が活性化すればするほど、あるいは FD それ自体の研
究が進めば進むほど、双方は遊離して行きがちとの印象があり、戸惑い
を隠せない。教育の現場では、日々学生と向きあう中で、困難に直面し、
呻吟しながら教育活動を続けているのにも関わらず、それら新しい試み
は私達の日常的な教育活動の中になかなか浸透してこないのである。
　では、どうしたら良いのであろうか。まずは原点に戻ろう、足元を
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履修した学生からの成果発表
 神奈川大学経営学部 国際経営学科 3 年次　金 　添一

同　　　　　　 　　青木　海思

実習体験を通じて福祉環境システム論を学ぶキャリア教育
 法学部 非常勤講師　石川　孝之
法学部 非常勤講師　小川　泰子

協力団体からの報告
 葉山町商工会　経営支援担当職員　菊池　隆美氏

閉会の挨拶
 教育支援センター副所長　浅海　典子

第Ⅱ部 教員×職員×学生によるワークショップ
「地域連携による体験学修を考える」

2 3

広義の福祉 福祉【事例】

地域と福祉施設、福祉と人権
環境【事例】
生物多様性と人、環境資源の保全活用

環境
生活環境、住居・・・・・・・・・・・福祉と計画

理学【事例】
フィトンチッドの癒し効果、森林浴、ビオトープ

工学【事例】
環境共生住宅、バリアフリー、介護ロボット

経営学【事例】
福祉施設の経営、地域の経営、ソーシャルビジネス

外国語学【事例】
「安全安心の輸出」日本発・・・

人間科学【事例】
環境と文化、歴史的生活スタイル・花鳥風月、サインデザイン

2016年度シラバス概要

１ 法と福祉環境システム①・・・社会福祉行政の現状と問題提起

２ 法と福祉環境システム②・・・環境行政の現状と問題提起

３ 体験学習施設の概要と特徴

＜昼休み＞校内チェック（アクションチェック表を活用）

４ ソーシャルビジネスの理論と実践

５,６ 共通体験学習の実施（関内、みなとみらい地区）

７,８,９ 選択体験学習の実施（希望する施設2か所以上）

１０,１１ 体験学習の報告とグループ討議

１２,１３,１４ 研究成果の発表、質疑

１５ 最終報告書の指導、提出

※ 個別指導（パワーポイント、レポート作成など）

9月21日、28日、10月5日、12日、19日
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自分の実力が社会で通用するか試してみたいから

自分に自信の持てる体験がしたいから

働くことがどういうものか体験したいから

いままでやったことのない経験をしたいから

専門知識やスキルを獲得できそうだから

大学近隣の地域に関心があるから

地域活性化やまちづくりに関心があるから

協力企業やテーマに関心があるから

就職活動に役立ちそうだから

先生に勧められたから

ほかに履修したいものがなかったから

友人に誘われたから

その他

学習効果

図1 履修動機

2015年度調査 n=18
学習効果

図2 授業の感想

2015年度調査 n=16
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自分の実力が社会でどの程度通用するかを知ることができた

自分に自信の持てる体験となった

働くことに対する理解が深まった

今までやったことのない経験をすることができた

専門知識やスキルを獲得することができた

大学近隣の地域に対する理解が深まった

地域活性化やまちづくりに対する関心が高まった

協力企業やテーマに対する関心が高まった

就職活動に役立つ体験となった

「履修後の感想」

「地域プロジェクト実習Ⅰ・Ⅱ」の学修効果

●コミュニティバスに関する調査提案
●若者向けの日本酒イベントの企画、実施
●大学生向け農業体験イベントの実施
●地元農産物の生産者による直売事業の活性化
●地元農産物の販売促進および販路開拓
●農業体験プログラムの運営及び情報発信

　これまでの「地域プロジェクト実習」の活動テーマ

授業の構成
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　葉山町商工会は、地域の活性化が大きな課題となっています。
2011年度から産官学連携事業に取り組んでおり、他大学とも連携
して、地元の特産品を使った新商品の開発において、学生から地元
企業に対して提案してもらい独自商品を開発しています。
　葉山町商工会では特産品販売所 ｢ショッピングプラザハヤマス
テーション（29 店舗）｣ をオープンさせましたが、地元住民が利用
できる動線がないことからコミュニティバスの運行を計画すること
になりました。地域住民、周辺自治会、町内会へのアンケート調査
の実施により、町民のニーズを把握して報告されたデータを参考に
地元４つの町内会と打合せ
を行いました。商工会と町内
会長名で行政、地元バス会社
にバス運行の必要性を訴え、
要望書を提出しています。
　学生には、このコミュニ
ティバスの運行ルートのア
ンケート調査をお願いしま
した。

　「法律学特講ⅠＡ『福祉環境システム論』」は、2014 年度から開
講された各学科共通の関連科目です。
　福祉と環境は、従来はそれぞれの法の下に別々の取組みをしてい
ましたが、社会や自然環境が
変わることにより、憲法で保
障されている環境権の兼ね
合いで重なり合う部分が多
くあります。それらの学際的
な現場に学生が実際に行っ
て、座学では学べない問題意
識を持ち、その上で自身の専
門性に活かす取り組みをし
ています。

　2016 年度のレポートの特徴として藤沢市の体験学習を自身の生ま
れ育った地元に置き換えて書いたものが多くありました。自分事とし
て課題を捉えており、実際に地元で調査活動を行った学生もいます。
　体験学習を履修して変わったことを質問すると、新しい視点が開
けたこと、受け身から主体的になったことなどが挙げられました。
また自由記述からは、神奈川大学に入学してよかった、自分にはま
だ沢山のやるべきことが発見できたとの気づきが見受けられました。
　この授業を様々な視点で捉えてもらうために全学部の学生に履修
して勧めたいです。少子高齢化が進行し、これから福祉のあり方が
大きく問題となってきます。大学の 4 年間を通じて自分の頭で考え
られる社会人になることが重要です。要求や要望だけでなく提案力
や説明力を磨いて、人の話をしっかりと聞いて、自分の言葉で意見
を伝えられる喜びを座学ではなく現場で感じてほしいところです。

　第Ⅱ部は、教育支援センター副所長の井上匡子先生がファシリ
テーターとなり、参加者全員がＡ～Ｄの 4 つのグループに分か
れて地域連携による体験学習についてのメリットとデメリットを
ディスカッションしました。
●Ａグループ：（メリット） 体験学修は自主的な学修に繋がり、学生は飛躍的

に伸びる。1・2 年次に自主的な学修の姿勢に目覚めると学びの場が発展
的になる。（デメリット） コストや人的資源がかかる。やる気のある学生
にとっては良いがそうでない学生にとって教育効果は期待できない。

●Ｂグループ：（メリット） 体験学修を通じて学生同士の繋がりができる。
大学の宣伝になる｡授業を通して大人と関わることができる。（デメリッ
ト） 協力企業からクレームがくるリスクもある。参加する学生のモチ
ベーションに温度差がある｡ 訪問企業先や学生のグループによって学
ぶ内容や深さに差が生じる。

●Ｃグループ：（メリット） 学生が失敗体験ができる。プロジェクトの進め方
が学べる。プレゼン能力が伸びる。社会課題に対する見方が変わる。や
る気のある学生による少人数が良い。（デメリット） 失敗すると逆にモチ
ベーションが低下する。スケジュール、交通費、帰省による制約があるの
で取組みが困難な場合がある。学生の意識と協力企業の対応に差がある。

●Ｄグループ：（メリット） 情報交換は学生の成長に繋がる。学んだ知識を実
際に試す機会になる。自分が知らない世界を知ることで社会に出る準備
ができる。地域の方々と接することによ
り責任感が生じる。人脈づくりは将来役
立つ。自分の弱点を知れる。（デメリット） 
基本的なビジネスマナーがないと対応で
きない場合がある。学生にとって良い成
果が得られたとしても地域の方々には負
担になるのではないか。

　2 つの実践報告がありましたが、実社会の現実に触れて驚いたり、
戸惑ったりしつつ、逞しくなっていく本学学生の姿が見られまし
た。地域での体験を通した学びは、キャンパス内では得られない多
くの学びがあります。学生が課題に主体的に取り組むことにより、
大きく視野が拡がります。その一方で、このような授業を地域の
方々の協力を得ながら継続していく困難さがあります。地域によ
る体験学習が大学教育に活かせているのか、大学全体にどのよう
な影響があるのか、そのフィードバックがなされていないのが課
題になっています。

　世界各国で活躍する
ために必要な教養と経
営学の学識を備え、問
題解決能力とコミュニ
ケーション能力を有す
る実力ある人材を育成
するために、経営学部

の教育課程は、必修科目群と選択科目群の２群から構成されています。
選択科目群は自分自身のキャリアを考え、個性を磨くために、ショッ
プ科目、選択外国語科目、体験型学修科目、学外認定科目があります。
　体験型学修科目には、長・短期インターンシップ、地域プロジェク
ト実習、体験学修チャレンジの 4 種類があり、私は「地域プロジェ
クト実習Ⅰ・Ⅱ (2 年次配当各 2 単位 : 双方の履修が必要 )」を担当
しています。「地域プロジェクト実習Ⅰ・Ⅱ」とは、大学近隣の地
域の企業等と共同で行うプロジェクト型の体験学習（PBL：Project 
Based Learning）で、数名のグループで、企業から提示されたテー
マに沿って、課題抽出、情報収集、企画作成、提案、実施までの一連
を行います。チームづくりやビジネスパートナーとの関わり方、スケ
ジュール管理等、働くことにおいて必要なさまざまなスキルを、実体
験を通じて体得することができます。

　授業は、活動によって計画どおり進まない場合もありますが、概
ね次のような構成になっています。その他に、事前学習として企画
書のまとめ方、ビジネスマナー等について数回学びます。また授業
の終了時には必ず成果報告会を開催して振り返りを行っています。

　学生が実社会の課題に挑戦する過程において挫折や試行錯誤を繰
り返し、うまくいけば課題解決に繋がります。とはいえ、学生だけ
で全てを成し遂げることは困難なため、連携企業よりアドバイス等

の支援をいただきます。そのプロセスを通して学生が大きく成長を
遂げることになります。
　この授業の学習効果を測るために履修動機と履修後の感想を比較
しました。履修動機では自分の成長のために履修したいと考えてい
る学生が多く、協力企業や大学近隣地域など、外の世界に対する関
心はほとんどありません。しかし、履修後の感想では外の世界への
関心が高まります。一方、自分に自信の持てる体験がしたいからと
履修した学生が多くいるにも関わらず、履修後に自分に自信の持て
る体験となったと回答した学生は多くありません。これは、実習を
通して社会の厳しさなどを知ったことによるものと推測されます。
また、社会人基礎力の各能力については、多くの学生が授業を通じ
て向上したと感じています。

　私たちは、葉山町のコミュニティバスの経路について、現地調査 
（聞き取り調査を含む）を行い、その結果に基づき運行ルートを提案
しました。この授業を通して学んだことは、チームワーク、考える力、
問題発見能力、社会人としての心構え、プレゼンテーション能力です。
　特に失敗の経験から学ぶことは多かったです。授業で考えた計画
どおりに調査が進まないことがありました。メモをとること、分か
らないことがあればわかるまで何でも聞くことで、自分の足りない
部分を見直すきっかけにもな
りました。また、人前で話す
のが苦手でしたが、進捗状況
を伝えることによって、自分
が伝えたいことをどうやれば
簡潔にわかりやすく説明でき
るか学べました。

2016年度第 1 回 FD 研修会（2016 年 11 月 2 日（水）開催）

地域連携による体験学習 ―企業・団体での実習を通して社会課題を学び、実践力を磨く―

大学設置基準第 42 条の 2 の新設（2011 年 4 月 1 日施行）により、「大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒
業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができ
るよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。」と規定されました。本研修会では、キャリア教育の
一環としての実践事例を共有することにより、各学部の教育課程及び授業の改善に資することを目的に開催されました。

第Ⅰ部 実践報告
「学生から社会人への移行期におけるキャリア支援 」

 神奈川大学 経営学部国際経営学科 准教授　山岡　義卓

●少子高齢社会に向けた福祉労働環境の問題点と改善策の提案
●新しい働き方「ワーカーズコレクティブ」を考える
●これから増加する認知症と地域コミュニティの在り方を考える
●外国人労働者の介護福祉分野への受け入れ政策を考える
●人本位の街づくりの重要性
●自立支援に根差す介護の未来

体験を発展させて書いたレポートの表題



経済学部

法学部

法学部 FD 委員会委員長　井上　匡子

経済学部 FD 委員会委員長　五嶋　陽子

経営学部

経営学部 FD 委員会委員長　真鍋　明裕

外国語学部

外国語学部 FD 委員会委員長　大川　真由子
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2016 年度各学部等のFD活動について

　法学部独自の企画としては、1 月 11 日に FYS をテーマに

FD 懇談会を実施した。FYS は重要な初年次教育の枠組みとし

て、教育目的や達成目標・大枠としての内容については全学的

な統一が図られている。しかし、当然のことながら、目前の学

生たちに対してそれらの目標を達成するためには、具体的な工

夫が必要である。今回の懇談会では 3人の FYS 担当教員から、

具体的な形で工夫や具体的なプログラムについてのご報告をい

ただいた後、意見交換を実施した。ご報告では、資料を用いた

文献講読やレジュメなどの作成を通じたライティング能力の涵

養、あるいは手法としてのディベイトを用いたプレゼンテーショ

ン能力の養成などの具体的なプログラムや工夫に関して、成功

談だけではなく、必ずしも充分な効果が得られなかった例につ

いてはその原因の分析も含めて、ご報告いただいた。設定され

た目的の中で何を中心に据えるかという点で、ヴァリエーショ

ンがみられ、FYS という講義や初年次教育のあり方やその仕組

を考える上で、非常に興味深いものであった。

　意見交換では、FYS の内容それ自体についてだけではなく、

他の科目やカリキュラム全体の中での位置づけの必要などにつ

いても、問題提起がなされた。それを受け、FYS 配当の第 1 セ

メスターの他の講義との関連付け、さらには第 2セメスター・

第 3セメスターにおけるカリキュラムとの関係についても、有

意義な意見交換が行われた。

　その他、全学的な取り組みと連動させる形で、以下を実施した。

6 月には本学障がい学生支援アドバイザーの中田先生より、障

がい学生に関する教育的配慮などに関するご講演を頂いた。ま

た、11 月には 2016年学修状況調査結果にもとづいて FD・学

生支援推進委員より報告を実施した。

　今年度の活動を通じて、FD懇談会への参加率の向上を課題

として挙げなければならない。開催の時期や時間帯などの工夫

に加えて、単なる手法の問題に収斂させるのではなく、カリキュ

ラムの再検討などと充分に関係づけて展開することが必要であ

ると感じた。来年度は新カリキュラムの完成年度にあたること

もあり、各種調査結果とカリキュラム改訂や人事計画などとの

連携などを図り、より実質的な形で FD 活動を展開できるよう

に、取り組む必要がある。

　前年度より引き継いだ経済学部 FD の課題は (1) 授業アンケー

トや学修状況調査アンケートの活用、(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 委員会の機能分担と共同体制の確立、(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推薦候補者の選出、(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。

　今年度、FD 実施委員会として取り組むことができたのは、(1)

(2)(4)(6)(8) であった。まず (1) についてであるが、2016 年度

学修状況調査アンケート結果を教授会で報告した。同アンケー

ト結果から GPA の高さと高校時代の学びへの取り組みのスコア

は必ずしも対応しないことがわかった。GPAの高い学生を含め、

経済・社会に関心が持てるような、そして高校時代の学習方法

と大学で求められる学問への取り組みとの違いについて入学後

の早い段階で学生が理解できるような仕組みを検討する必要が

あろう。また同アンケート結果から「ゼミ履修あり」の学生の

方が、成長感をより高く感じていることが明らかとなった。経

済ゼミナールはカリキュラム上必修ではないが、少人数教育を

可能にすることから、経済学部ではゼミ履修を推している。ゼ

ミ履修学生がより成長感を感じていることは教員サイドから見

ると大変心強い反面、(2) と関連するが、４年次ゼミ履修率（あ

るいはゼミ単位修得率）の向上が課題となっている。４年次学

生の置かれている状況を把握し、就職活動・内定と４年次ゼミ

単位修得がトレードオフとなるような場合も含め、ゼミ I から

III までの到達度の観点から検討する必要性を確認した。(4) に

ついては第１回神奈川大学 FD 研修会における地域連携による

体験学習に参加した FD 実施委員の報告を FD 実施委員会で検

討し学部内で共有することができた。(8) については本年度のベ

ストティーチャー賞を表彰された先生による公開授業に FD 実

施委員が参加し、アクティブラーニングの実例を学部内で紹介

し共有することができた。

　最後に FD 活動との関連で述べておかなければならないこと

がある。さまざまなアンケートが実施される中、結果の読み取

りが課題であることは言うまでもなく、読み取った結果を基に

して授業を改善することが求められる。対象テーマによっては

教員による独自の研究を伴う分析が必要とされ、大量かつ精緻

なデータ解析に外部資金の獲得が不可欠となる場合もあり大学

の理解が前提となろう。

　学部の FD 活動を展開していくうえで、学生の実態、つまり

学生が何に関心を持ち、どのように学習しているか等を把握し

ておくことは重要であると思われる。ここでは、本年度に行わ

れた経営学部学修調査（1 年生、2 年生対象のもの）をもとに、

経営学部生の現状理解と学部としての課題発見を試みる。その

際、とくに学生の学習習慣と授業に関する問題解決の 2 点に着

目することとしたい。

　まず、学生の学習習慣についてであるが、高校時代に授業関

係（宿題や予習・復習など）にほとんど時間を使っていなかっ
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た学生が多い（1 年生）。また、大学では、外国語以外の予習・

復習をほぼ全く行っていない学生が多くいることがわかった（2

年生）（なお、外国語以外と比べれば少ないが、外国語でさえほ

ぼ全く予習・復習しない学生も少なくない）。ここから、学校以

外の場で自主的な学習をする習慣がない学生が多いという実態

が浮かび上がってくる。

　筆者の経験からいえば、大学での単位取得等、学修が円滑

に進むかどうかは、自宅での学習も含めた生活パターンの影

響が大きいように思われる。学部全体で学修の効果を改善し

ていくためには、より多くの学生が、まずは一定時間机に向

かうという習慣を身につけられるようにしていく必要がある

であろう。

　また、学生が大学での学修に関する問題を解決し、意欲を

持続させていくうえで、授業で理解できなかった事項への対

処も重要な問題であると思われる。学修調査では、難しくて

わからなかった科目に対してどのように対応したか、との質

問があったが、これへの回答として最も多かったのは「友人

に聞いた」というものであった。これに対して、「教員に聞い

た」や「教育支援センターを利用した」という回答は極めて

少なかった。

　教育支援センター（KUスクエア）では、英語、数学、国語（文

章表現）の 3 分野で、定期的に専門の先生（学習相談員）が

質問に答えたり、知識・技能向上の手助けをしたりしてくれ

る場が設けられている。しかし、実際に KU スクエアの学習

相談に訪れる学生は上記の通り極めて少ない。たとえば、経

営学部では数学に対して不安や苦手意識を持っている学生は

少なくないと思われるが、学習相談を利用した学生は 1 年生

で数名、2 年生・3 年生・4 年生に至っては皆無であった。そ

の原因の一つとしては、KU スクエアのような学習相談の場が

あること自体を学生の多くが知らないということがあるので

はないかと考えられる。

　以上のことから、経営学部の FD 活動に係る今後の課題と

しては、学生が大学の授業時以外で自主的に学習する習慣を

身につけられるような取り組みを行うこと、また、学生が

KU スクエアの学習相談等を利用し、自己の学習上の問題点

をより効果的に解決できるよう、支援していくということが

考えられる。

　外国語学部では、学部共通の学修支援活動（文化ウィーク、

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。2016 年度の各学科による活動実績は

次の通りである。

＜英語英文学科＞
1. カリキュラムの改訂
　①コース制導入 (2014 年度新カリキュラム ) に伴い、3 年

次より英語学・英語教育、英語圏文学、英語圏文化コースの

いずれかに所属し、各分野での発展的な学修を目指した体制

を整えている。②入学時の英語力が多様化する現状を受け、

英語運用能力育成を目的とした基礎科目において、習熟度ク

ラス編成をさらに綿密に行うことを決定した。③学生の英語

運用能力を高め、留学を促すことなどを目的に、現在カリキュ

ラムの改訂を進めている。

2. 教員の授業改善に関する取り組み
　① 11 月末に非常勤講師との打ち合わせ会を開催し、本学科

の教育目標、カリキュラムの趣旨の再確認を全体会で行った。

科目別分科会では、専任教員の科目リーダーを中心に、授業運

営に関わる問題と授業改善の施策、効果について担当者間で情

報、意見交換を行った。②著名な専門家の講演、現役教員をし

ている卒業生の研究発表を通じて、大学、中・高レベルの教育

方法の向上を目指し、12 月 24 日に「英語教育研究大会」を実

施した。

3. 学生の課外活動に関する取り組み
　①学生に学修成果の発表の場を提供し、学修意欲を高める

ため、11 月19 日に第 16 回英語スピーチコンテストを実施

した。また、同時企画として、社会で活躍する学科卒業生の

講演会を実施した。②「English book Club」を毎週開催し、

大学院生が学部生に英語の読書のアドバイスと奨励をしてい

る。③英語コミュニケーションラウンジ「English Express」

の活用を推奨している。

＜スペイン語学科＞
1. 授業改善およびカリキュラム改訂の取り組み
　①習熟度別クラス分けについて学期ごと科目別に検討し、

担当教員と事務方が連携してより効果的な形にした。②学科

独自アンケートは行わなかったが、これまでの結果を集約し

全学アンケートの結果と合わせ、カリキュラム改訂に向けて

検討を続けた。③ 1 月 30 日に非常勤講師との教員懇談会を

開催し、授業運営・改善に関し意見を交換した。④海外留学

者への履修指導を行い、組織的な支援体制の整備に向けて検

討を続けた。

2. 学生の課外活動に関する取り組み
　① 6 月 24 日にスピーチコンテストを実施し、多数の学生の

参加のもと学修成果を共有できた。② 11 月 22 日に「ボリビア

の夕べ」を開催し、講演や民族ダンスを交えて勉学と交流の機

会となった。③ 12 月 3 日に就職懇談会を開催し、就職事情の

説明および卒業生と内定学生の体験紹介を行った。④ Spanish 

Express を活用してスペイン語学修支援を続けた。⑤スペイン

語検定（西検、DELE）受験学生への支援と指導を続けた。

＜中国語学科＞
1. 授業改善およびカリキュラム改訂の取り組み
　①月 2 回開催の学科会議にて、授業の改善およびカリキュラム

の充実について協議を重ねた。昨年度より、中国語既修者を対象

とした少人数制の中国語クラスを設置し、履修者の言語能力を伸

ばす良好な成果を収めている。② 1 月 13 日に非常勤講師との打

ち合わせ会を開催し、授業や履修者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各

学期末に卒業年次、進級年次の学生を主たる対象に成績会議を実

施し、学習到達度や取得単位数など細やかな確認を行い、学習指

導を徹底した。

2. 学科主催の行事および課外活動に関する取り組み
　学生を主体とした学習の場を設けるため、以下の通り、多彩な行

事と活動を行った。7月14日：留学説明会（１年生全員）、7月15日、

1 月 26 日：卒論中間報告会、口頭試問（4 年生全員）、および卒

論文集編纂、8-9 月：ゼミ国内外合宿・上海メディア教材取材・大

連企業見学、10 月 8 日：文化ウィーク「小品」語劇コンテスト



人間科学部

人間科学部 FD 委員会委員長　松本　安生

理学部

理学部 FD 委員会委員長　張善俊

工学部

工学部 FD 委員会委員長　奥山　博康

第 1 回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

第 5 回 

第 6 回 

第 7 回

5 月 18 日

6 月  8 日
～ 8 月  5 日

10 月  7 日
～10 月 28 日

11 月  3 日
～11月 29 日

12 月  8 日
～ 1 月 17 日

1 月 19 日
～ 2 月 16 日

3 月  8 日

授業アンケートへの対応、
模範授業の予定作り

模範授業の推進と改善の検討、
入学前の事前学習の検討

学修状況調査 集計結果報告、
FD ニューズレター原稿検討

新入生相談の学生スタッフ募集、
協定校授業見学の参加報告

各種 FD フォーラムや集会などの
案内と参加募集

障がい学生支援に関する基本方針
及びガイドライン ( 案 ) の検討

第 22 回 FD フォーラム参加報告、
次年度 FD 活動の計画作成 

大学院

大学院学務委員会委員　竹村　兼一

情報システム創成学科

物 質 生 命 化 学 科

機 械 工 学 科

電気電子情報工学科

建 築 学 科

建 築 学 科

経 営 工 学 科

教 室 系

6/27

6/28

7/  6

10/25

11/11

11/26

12/  5

12/19

数理統計学 I

無機化学 I

工業力学 I

基礎電気数学 I

建築デザイン I

基礎構造の設計及び演習 

経営工学総論

生物学 II

吉田　稔

本橋輝樹

高野　敦

平岡隆晴

山家京子

荏本孝久

片桐英樹

朝倉史明

（建築学科は独自に年 2 回実施している）

（メール会議）

（メール会議）

（メール会議）

（メール会議）

（メール会議）
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（3 年生全員）、10 月 25 日：社会貢献講座（講師：城戸久枝氏）、

11 月 5 日：スピーチコンテスト（1 年生全員）、11 月 24 日：就

職説明会、12 月 4 日：HSK 受験。また通年で中国語学習へのサポー

トを通して中国人留学生との交流を行った。

＜国際文化交流学科＞
1. 専任教員と非常勤講師との会議
　①英語部会は 2 月 9 日に開催し、外部より講師をお招きして

協同学習に関するワークショップを開いた。②地域言語部会で

のフランス語は 2 月 14 日に開催し、授業内容、翻訳コンクール、

留学、留学生アシスタント、検定試験のあり方について情報交

換した。③ロシア語は 2 月 21 日に開催し、シラバス、交換留学

と推薦語学研修、検定試験報奨制度と合格者の単位認定制度な

どについて議論した。④韓国語は 12 月 10 日に開催し、初級 A

の新テキストの使用状況と学生の反応などについて意見交換を

した。また、今年度より導入したハングル能力検定試験の本学

での団体受験について結果報告と今後の対策について議論した。

⑤人文部会は 7 月 20 日に開催し、日本語、世界史、日本史、哲

学・倫理学の分野に分かれて、授業内容や学生の反応について

情報交換を行った。

2. 学科独自アンケートを参考とした授業改善に関する取り組み
　1・3 年生全員を対象として毎年行っている学科科目受講ア

ンケートを集約し、今後のカリキュラム改訂の参考とした。

3. 文化ウィークでの取り組み
　文化ウィークで「言語の祭典」（11 月 3 日）と「異文化交流フェ

スタ」（11 月 23 日）が開催された。前者については、独・中・露・

英・仏・西の 6 言語を学ぶ学生たちが、演劇、落語、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。学生は語学学

習への意欲を高めることとなった一方で、教員も学生の発表か

ら教育成果を確認し、今後の教育方法を検討する契機とした。

　最後に学部全体での今後の課題について述べたい。推薦入学

生と一般入試生の学力格差はかねてより問題視されていたが、

今年度は入学前課題の改善に向けて見直しを図ったものの、他

学部に比べてまだ課題量は少ない。学修状況調査アンケートに

よると、外国語学部の学生は批判的思考力が全学でもっとも低

いという結果が出ていることに加え、学習相談に関する情報交

換会からは、英語の基礎ができていない外国語学部生が目立ち、

その多くが推薦入学生であることがわかった。こうした状況を

意識化させ、入学前に最低限の基礎学力をつけさせるためにも、

来年度は入学前課題のさらなる改善と、プレ神大生ミーティン

グの実施に向けて本格的に検討したい。

　今年度の人間科学部 FD 委員会では 2016 年度学修状況調

査報告書に基づいて、教育支援センターによる学部データ

TOPIC まとめ（コメント）についてあらためて確認するとと

もに、人間科学部の現状を踏まえて独自の視点で分析を行った。

　まず、教育支援センターによる全学データ TOPIC 及ぶ学部

データ TOPIC まとめ（コメント）等をもとに、以下の点につ

いて今後の学部の入試方針、カリキュラム策定、教育内容の検

討において考慮すべき特徴であることを確認した。

【1 年生】

■全般的に学びへの意識は高い数値を示している。

■「一般入試」の学生の批判的思考力は高めにでている。

■「センター入試」の学生は、「専攻などをじっくり選ぶこと

ができる」ことに魅力を感じている。

【2 年生】

■批判的思考力は、「GPA 高」の学生と「GPA 低」の学生との

　差が際だっている。

■「一般入試」「センター入試」の学生のスコアが高いのが特徴。

　チーム活動ができている。

■ GPA 高の学生の学びへの取り組みのスコアの高さが、際立っ

　ている。

【3 年生】

■後輩へのお勧め度はとても高い。

■全国の人文平均と比べると、成長感はそれほど高くない。

■「一般入試」「センター入試」の学生の SPI 能力が非常に高

　く出ている。

　さらに、人間科学部 FD 委員会では学部の現状や課題を踏ま

えて、2016 年度学修状況調査の結果について分析を行い、以

下の点を指摘した。

（１）「入試区分別比率」について

　スポーツ健康コースにおいては指定校及び公募制等推薦入学

者の比率が 50％以上と、他の２つのコースの 30 ～ 40％を大

きく上回っており、2 年次以降のコース間の学生比率のアンバ

ランス及び教員負担の偏りの一因になっていると考えられる。

このため、推薦入学者においてスポーツ健康コースへの希望が

多い理由についてさらに明らかにするとともに、推薦入学者数

そのものの再検討が必要である。

（２）「批判的思考力総合」及び「能力の強み」

　1 年生の批判的思考力及び 3 年次の SPI 能力において、一般

入試入学者に対して、指定校及び公募制等推薦入学者の正答率

及び偏差値には大きな開きがある。このため、上述の推薦入学

者数そのものの再検討とともに、指定校及び公募制等推薦入学

者に対しては入学前教育の確実な履修や入学後の補習、学修状

況の確認等のフォローアップが求められる。

　これらの結果について、人間科学部 FD 委員会では教授会に

おいて報告を行い、学部教員間で課題の共有化を行うとともに、

今後は各種委員会等での検討を依頼した。

　理学部 FD 委員会は昨年度に引き続き、AO 及び各種推薦

入学試験合格者に対する入学前教育プログラムの課題の選定、

授業アンケートの活用及び改善、および、アクティブラーニ

ングに関する実施状況の調査についての意見交換、各学科へ

の検討依頼を行った。2016 年度の理学部の学修状況調査報告

書を学部教授会で議論をし、入学後の成績と入試種別との相

関、学習意欲等と入試種別の相関の検討を行った。 

　7 月に経営学部と合同で教授会内での FD 研修会を開催し、

ハラスメント関連の話題、研究倫理関係の話題について講演

会を開いた。また学生相談室の活動報告を行った。こうした

内容の講演会はこれまでも開催されていたものである。

　理学部 FD 委員会により実施されているものではないが、

理学部の重要な FD 活動として理学研究科主催の FD 研修（教

員向け英語講座）、および理学談話会がある。今年は公益社団

法人日本工業英語協会理事による技術英語講座を開催した。

また、理学部学生、大学院生を主たる対象とした科学技術英

語講座、工業英検対策講座も実施されている。 

　理学談話会は理学部の教員が 40 分程度の時間で話題提供を

行い、質疑に応じるもので、授業期間中、月に 1 回、各回二

名の講演が行われている。教員のみではなく、大学院生も談話

会で話題提供を行った。内容は多くは研究紹介であるが、専門

の異なる聴衆に理解できることが重要であるため、通常の授業

で必要になるスキルの開発に資することが期待できる。今年度

は 3 月の退職教員の最終講義に合わせて、非常勤講師の交歓

会も予定されている。

　教育面において、障がいのある学生の支援を行う上で、支

援機器の導入も積極的に進めている。また、WebSt@tion 上

でコンピュータ演習室環境利用調査というアンケート調査を

して、新バージョンに関する意見や感想を収集し、教育への

活用を期待している。また、例年通りに台湾大学との国際交

流の一環として、3 月に大学院生を台湾に派遣し国際会議参

加と国際交流の促進を行う予定である。

　例年通り、一般には公開授業とも呼ばれる模範授業は各学科

で少なくとも年 1 回実施した。また次表に示す様に、工学部

FD 委員会は年 2 回実施し、加えてメール会議も適時に実施し

た。毎月 1 回程度で開かれる全学部の FD・学生支援推進委員

会からの情報と指示に従い、情報配信や検討を行った。今年度

の委員会の開催と主な検討事項は、次の通りである。

　模範授業は、6 学科 1 教室の FD 委員により企画し実施され

ている。今年度の模範授業の実施は、次のとおりである（敬称略）。

平岡隆晴准教授の授業「基礎電気数学Ⅰ」は、工学部の FD 活

動として FD ニューズレター No.18 に紹介された。参観者は感

想文を書く。授業自体も参考になる事が多く有意義なものであっ

た。なお 2016 年度の教育貢献のグッドティーチャー賞を山崎

徹教授と平岡隆晴准教授が受賞している。

　今年度のひとつの検討課題は、「神奈川大学 障がい学生支援

に関する基本方針及びガイドライン（案）」であるが、各学科

に意見聴取を実施した。今後、合理的配慮が必要である。学外

の活動としては、2 月に関内の関東学院大学で開催されたヨコ

ハマ FD フォーラム’17、3 月に京都開催の第 22 回 FD フォー

ラム等々、本学の関係者とともに工学部委員会からも多くの委

員が参加した。

　学務委員会では、2014 年度に法務研究科を除く全大学院生を

対象に実施した「大学院生アンケート（学習環境満足度調査）」に

続き、2016 年度の実施に向けて審議を重ねた。また、大学院生

に対する研究倫理教育についても、その実施状況を確認した。

　委員会の開催日と審議内容は以下の通りである。

■第１回　4 月 27 日　大学院学務委員会において、互選の

結果、菅原晴之委員を 2016 年度学務委員会委員長に選出し、

2015 年度からの学習環境満足度調査の今後のあり方に関する

引継ぎ事項を確認した。

■第 2 回　5 月 25 日　FD に関する予算が確認された。大学

院生アンケートに関する事項は、第 3 回委員会から具体的な審

議を行うことを確認した。

■第 3 回　6 月 22 日　委員長よりアンケートの内容が説明さ

れ、追記及び誤記の修正を行った。設問項目の追加及び削除や

本調査の実施方法について、法務研究科を除く各研究科委員会

に意見聴取することとした。

■第 4 回　7 月 27 日　委員長より、本調査の実施について、

12 月に実施し、大学院生からの回答内容を本委員会と各研究

科委員会で確認をし、その結果をウェブ上で公開することの説

明がなされた。これを受け、各研究科において実施した意見聴

取の結果、原案について次のとおり修正がなされた。

(1) 入試形態に関する質問事項に対して、選択肢に「指定校推薦」

を追加する。

(2) 大学院修了後の進路に関する質問事項に対して、選択肢に

「公務員」を追加する。

　大学院生に対する研究倫理教育の実施について、その実施状

況を確認した。その結果、ほとんどの研究科では，年度始めの

ガイダンスで実施をしていた。引き続き、各研究科における研
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究倫理教育への取り組みについて検討を促した。

■第 5 回　9 月 28 日　委員長より、アンケートの前回委員会

時からの変更点について説明がなされた。これを受け、内容に

ついて確認が行われ、次の通り意見が出された。

(1) 大学院修了後の進路に関する質問事項について、選択肢に

「教員（小・中・高校）」を追加する。

(2) 質問事項や選択肢の中に記載された「専門領域」について、

より大学院生の学習環境に沿う内容とするため「専門領域及び

周辺領域」に変更する。

■第 6 回　10 月 26 日　委員長より、アンケートの前回委員

会時からの変更点について説明が行われ、内容について確認が

行われた。

■第7回　11月23日　事務局から、12月5日（月）～21日（水）

の期間で同調査を実施することについて報告がなされた。

　学習環境満足度調査は今回が４回目であった。大学院生に

とっては、大学院の教育内容や施設・設備環境等に意見を述べ

ることができる貴重な機会である。本アンケートが大学院の教

育環境の改善につながることを切に希望するものである。また、

大学院生に対する研究倫理教育の実施についても、各研究科で

継続的に実施することとした。

　昨年度に引き続き、学習相談に関する情報交換会を開催し、

学習相談を利用する学生の特性や問題点等について協議しま

した。

　 日　時：2017年 2 月 17 日（金）　15:00 ～ 17:00
　 場　所：横浜キャンパス 1 号館 804 講義室
　 参　加：26 名（相談員 8 名、教員 11 名、職員 7 名）

●主な情報交換会内容
【英語】一部の基礎の力が足りない相談者には長期休暇中に宿題

を課すが、やって来ず、なんとかみんなに追いつこうとい

う気概が足りない課題がある。また、相談者の時間割との

都合や相談枠の飽和状態により、指導時間の十分な確保が

困難な状況がある。

【数学】相談の内容は大学レベルの相談が多いが、基礎ができて

いない相談者が多いため、高校レベルの指導から始めること

が多い状況がある。また、相談内容は数学の分野にとどまらず、

情報理論等様々な分野の相談があり、即答できない場合は空

き時間に調べ、翌週の相談時に回答する等の対応をした。

【国語】前学期に引き続き対応している障がいのある学生につ

いては、学習への動機づけが困難なうえ、指導内容が単発的

な添削にとどまっているため、基礎的な継続性のある指導に

いたっていない課題がある。また、留学生の相談者について

は日本語の指導から入る場合があるため、相談時間だけでは

不十分な状況がある。

教育支援センターの学習相談状況

　KU スクエアでは、教育支援センター開設の 2012 年度から、大学での学修に必要な基礎学力を補う、さらに自分
の力を伸ばすための学習相談を実施しています。英語、数学、国語（文章表現）の 3 教科を対象に、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。

学習相談に関する情報交換会2016年 4 月～ 2017年 1 月学習相談活動実績集
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　参加した教職員からは
「学生 UD 委員会の学生た
ちの段取りが良く頼もし
い」「学生の生の声が聴け
る機会は貴重」「もっと多
くの教員の参加が望まれ
る」等の感想が寄せられ、
満足度の高い意見がある
一方、今後の課題につな
がる意見がありました。
　教育支援センターでは、今後も学生 UD 委員会の主体的な取
組みを支援し、学生参画型の FD 活動を推進していくことにし
ています。

　教育支援センターにて活動を支援している ｢学生 UD
（University Development）委員会｣ 主催による本学学生・教
職員を対象とした意見交換会 ｢神大トークセッション｣ が昨年
度に引き続き開催されました。今回は本学学生・教職員 ( 専任・
非常勤 ) あわせて 25 名が参加し、４つのグループに分かれて
のグループワーク ｢新入生にとって良い大学とは？｣ が行われ、
それぞれの立場から新入生のもつ価値観を考察・共有し、課題
と解決策を発表しました。グループワークでは、新入生のとき
に感じていた課題・問題点として「友達ができなかった」「サー
クル勧誘に乗り遅れた」「とにかく不安だった」等の意見があり、
解決策として「入学前に合宿をする」「サークル相談所を設置
する」「定期的に学生同士が談話できる企画とスペースを設置
する」等の意見が挙がりました。

神大トークセッション ～教職員と学生による＜大学改善＞意見交換会～
（2016 年 12 月 13 日（火）開催：横浜キャンパス教育支援センター「KU スクエア」）

●日 　 時 ：2016 年 12 月13 日（火）   18:00 ～ 19:30
●場 　 所 ：横浜キャンパス 3 号館 1 階　教育支援センター「ＫＵスクエア」
●参 加 者 ：25 名（教員 2 名、職員 5 名、学生 17 名、学外者 1 名）※昨年度 19 名

●主 　 催 ：学生 UD 委員会
●テ ー マ ：「新入生にとって良い大学とは？」
●プ ロ グ ラ ム ：【一部】グループワーク、グループワーク意見まとめ
　　　　　　　　 【二部】発表・質疑応答

　「AO入学試験」及び「各種推薦等入学試験」の制度によって早期に合

格が決定した入学予定者にとって、入学までの 4 ヶ月をどのように過し、
入学への準備をするかは、大学での学びを充実させるために大変重要と
なっています。
　本学では、「プレ神大生ミーティング」を毎年開催し、入学前教育課題
に主体的に取り組む重要性の理解促進、入学予定者・先輩学生・教職員と
の交流、入学前の不安や疑問の解消等につなげています。
　今回の参加状況は、特に湘南ひらつかキャンパスで参加者数が昨年比
で増加し、全体では若干増加しました。
　参加後のアンケートでは、「なんとなく参加し、参加するまで意味があ
るのか分からなかったが、参加してみて大変有意義だった」という意見
が目立ちました。事前に入学予定者が具体的なイメージを持てるように
することが課題の一つとなりました。
　今回も昨年同様、先輩学生をファシリテーターとして活用し、事前研
修を実施することで先輩学生自身の学びにもつながったことは大変意義
のあることでした。
　今後は、これまで 3 回実施した本企画の教育的意義や効果を他学部学
科にも伝え、実施学部学科を増加させていくことが求められます。また、
今後は各学部学科の教育目標や個性を活かしたプログラム内容や、入学
前学習を促すプログラムを検討する必要も出てきています。

2017年度入学予定者対象  「プレ神大生ミーティング」を開催しました

●日 　 時 ：2016 年 12 月 17 日（土） 11:00 ～16:00　湘南ひらつかキャンパス
　　　　　　2016 年 12 月 18 日（日） 11:00 ～16:00　横浜キャンパス
●実施対象学部学科
　　〔横浜〕工学部　総合工学プログラム、電気電子情報工学科、物質生命化学科、情報システム創成学科
　　〔平塚〕経営学部国際経営学科、理学部全学科
●対 象 者：2017 年度 AO・各種推薦入学予定者及び保護者
●主な内容：学部学科紹介、4 年間の学びと入学までの過ごし方、プレテスト、先輩学生との懇談、
　　　　　　グループワーク　※学科により一部異なる

　　　　　 （保護者対象プログラム）
　　　　　　教育支援センター所長・副所長による説明、事務局からの説明（学生生活・奨学金、留学制度）、
　　　　　　個別相談、キャンパスツアー　※キャンパスにより一部異なる
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2016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.「2016 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
　 対象科目：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
　 実施時期：前学期  2016 年 7 月 1 日（金）～ 7 月 20 日（水）
　　　　　     後学期  2016年12月20日（火）～2017年1月17日（火）
　記名式を導入し、各種データ（学修状況調査、成績 [GPAを含む ]、
出席状況等）と組み合わせて分析を行う。
2. 「2016年度学修状況調査」の実施
　 対象科目：1 年次～ 3 年次
　 実施時期：4 月～ 5 月
　　 学生の学修時間、学修成果の自己評価、学修動機と教育課程

との関係等を把握するための学修状況調査を実施した。今回は
入試制度別に学生を区分して、基礎学力、学修に対する意識及
び行動の分析を行った。

3.FD 研修会の実施
（1）4/1 新任教員対象ＦＤ研修会
　「神奈川大学の基本方針及び FD 活動について」、
　「神奈川大学の学修進路について」

神奈川大学　出雲　雅志　副学長
［参加者数］新任教員 35名（4 月）

（2）11/2（水）第１回 FD 研修会
「地域連携による体験学習

　　－企業・団体での実習を通して社会課題を学び、実践力を磨く－」

　第Ⅰ部 基調講演
　■「学生から社会人への移行期におけるキャリア支援

　　－＜わかったつもり＞から＜わかった＞を導くために－」
　　　山岡　義卓
　■「履修した学生からの成果発表」金　添一、青木　海思
　■「協力団体からの報告」菊池　隆美氏
　■「実習体験を通じて福祉環境システム論を学ぶキャリア教育」
　　　石川　孝之、小川　泰子
　第Ⅱ部 教員×職員×学生によるワークショップ
　「地域連携による体験学修を考える」

　　（共催）学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会
　　（後援）横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター　　　
　 　　　　関東学院大学高等教育研究・開発センター
　　（協力）神奈川大学学生 UD 委員会

[ 参加者数 ]　54 名（教員 18 名、職員 12 名、学生 14 名、
　　　　　　 他大学教職員 8 名、その他 2 名）

（3）12/4（日）英語による授業実施のための FD 研修会
　　（講師）ベルリッツ横浜ランゲージセンター講師（英語ネイティブ講師）
　　（共催）教育支援センター、国際センター
　[ 参加者数 ]　6 名
　　英語による授業運営を実践している教員、あるいは導入しよう

と計画している教員を対象とし、『英語で効果的な授業をする
ために必要なことを考えるとともに、日本語での授業にも役立
つコツも獲得する』ことを目的として実施。

（4）2/20（月）ヨコハマ FD フォーラム’17
　「大人数授業が変われば大学が変わる

　　－学生・教員・職員の３者で考える－」
　第Ⅰ部 基調講演
　「沖縄への修学旅行生と地元大学生との学びあいの実践
　　－大人数授業への示唆－」
　　琉球大学教育学部学校教育教員養成課程（国語教育専修）在学中
　　株式会社がちゆん 代表取締役兼CEO　国仲　瞬 氏　　
　第Ⅱ部 パネルディスカッション
　第Ⅲ部 グループディスカッション
　（共同主催）神奈川大学 教育支援センター
　　　　　　  関東学院大学高等教育研究・開発センター
　　　　　　  横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター

[ 参加者数 ]   81 名（教員 5 名、学生 9 名、職員 6 名、他大学教職員
　　　　　　 46 名、他大学学生 6 名、その他 9 名）
4. 学生の FD 活動参加

（1）9/2（水）、3（木）学生 FD サミット 2016 夏
「どさんこ大学入学案内－僕たち私たちで考える理想の大学－」
[ 会場 ]  札幌大学
[ 主催 ]  学生 FD 委員会（札大おこし隊）
[ 本学参加者 ]  学生 11名、教育支援センター職員 2 名

（2）3/2（木）、3/3（金）学生 FD サミット 2017 春
「Borderless Campus ～学びのフィールドはどこにある？～」
[ 会場 ]  山口大学
[ 主催 ]  大学教育機構 大学教育センター（YU-AP 推進室）
[ 本学参加者 ]  学生 12 名、教育支援センター職員 2 名

5. 他大学との FD 連携
（1）2/20（月）横浜市内４大学（神奈川大学・関東学院大学・横浜
　　国立大学・横浜市立大学）FD 活動の連携に関する包括協定締結

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開設
　学生 UD 委員会主催による新入生相談窓口

[ 開催期間 ] 4/1（金）～ 4/15（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　65（60）名、相談件数　1,108（589）名
〔平塚〕学生スタッフ　15（22）名、相談件数　250（181）名
　　　＊（　）内は前年度実績

2. 学習相談と学習セミナー
（1）学習相談

　［横浜］学習相談利用者数　114（136）名
　　　　  相談件数　1,168（1,267）件
　［平塚］学習相談利用者数　44（55）名
　　　　  相談件数　474（417）件　＊（　）内は前年度実績

（2）学習セミナー
　［数学］「解析学とは」4/18（月）、「線形代数とは」4/25（月）
　　　　 「『微分・積分』短期集中講座」9/15（木）、9/16（金）
　［国語］「『あなた』が伝わる文章を書くには？」
　　　　　10/14（金）、10/18（火）

（3）学習相談に関する情報交換会の実施
　［前学期］7/29（金）15：00 ～ 17：00　
　［後学期］2/17（金）15：00 ～ 17：00　

3. 障がいのある学生への支援
（1）授業や定期試験等における教育的配慮の件数
　　両キャンパス計　前学期　106 件、後学期　77 件

（2）｢よこはま若者サポートステーション｣ との連携
（3）障がい学生支援アドバイザーに中田正敏氏を雇用更新
4. 学生ボランティア活動の支援

●ちょいボラ ●熊本地震義援金募集 ● 8/3（水）六神祭（ま
ち×学生プロジェクト）●他大学訪問 ● 12/12（土）横浜サン
タプロジェクト ● 12/13（日）ゴミ拾い甲子園 ●学生ボラン
ティア活動支援室広報誌「Your Field vol.14」発行 ● 2/13（月）
～ 2/22（水）海外サービスラーニング ● 3/3（金）～ 3/5（日）

「第 5 回学生ボランティアと支援者が集う全国研究交流集会」

Ⅲ．その他

1.12/17（土）、12/18（日）プレ神大生ミーティングの開催
[ 対象 ]  AO・各種推薦等入学予定者
[ 実施学部学科 ] 
　12/17（土）湘南ひらつかキャンパス 経営学部国際経営学科、
　　理学部全学科
　12/18（日）横浜キャンパス 工学部電気電子情報工学科、
　　物質生命化学科・情報システム創成学科・総合工学プログラム
[ 内容 ]  入学前教育課題への主体的な取り組みへの理解と、入学

前の不安や疑問を解消する。
[ 参加者数 ]  入学予定者 280名（横浜 80名 平塚 200名）
　　　　　　保護者　　 174 名（横浜 52 名 平塚 122名）

　

　今年度受講生の一
回と二回目は社史を
対象とした。後者で
は同じ社史でも別な
社史でもよい。三回
目は図書館の新聞
データーベース検索
を使い、受講者の気
になる用語やテーマの新聞記事を探しだす。その情報をえて、
図書館書庫収蔵の新聞縮刷版で、再度確認して該当箇所をコ
ピーする。受講者の発想や興味はしだいに深まる。
　一回と三回目の主題選択の動機と理由を具体的にみてみたい
（表１）。

　二回、三回と回を重ねるごとに、主題の選択から報告書の完
成までの期間は縮小する。受講者はしだいに考えて書くという
ことに慣れ、主題を選び、向きあう方法も習得する。接してい
ると、驚くような柔軟性で取りくむことがわかる。では、受講
者は結果的にどのような感慨とみずからの成長を体感したので
あろうか（表２）。

　重複して、面映ゆい感想は極力はぶいたものの、受講生は表
２のような感想を記す。当初の課題資料は変更をみた。
　だが、受講者の受容性と志向を見極めるなかで、細切れの知
識でなく、それを使い、相手に正確に伝わるような文章を考え
ることが大学教育の目標のひとつであることに変わりがない。

表１ 社史と主題の選択と理由

表２ 最終日の感想

　担当科目「地域と文化Ⅱ」は今年度で終わる。かつて、中間
報告的な「教養系科目のFD活動に関する実践例」として本
誌の2011年 3月号に書いたことがある。これで私の講義担
当を終えるので、総括的な報告をさせていただきます。
　9年以上も前の開講時から自問自答の模索をつづけてきた。
そのなかで得られた方向性は――図書館を使う。所蔵資料を
どのように有効活用しつつ「授業」にむすびつけるか。その
ころ、図書館を利用する学生が試験期間中以外は多くなく、
採用した方法である。
　当初は、英文資料を使用した。だが、それは、19世紀の
イギリスで刊行された貴重な風刺雑誌であったので、資料の
保存と受講者の解き明かす難しさを考慮し、中止せざるをえ
なかった。その代わり、近年はある方式に定着しつつあった。
それが有効性と発展性があると気づいたからである。
　受講者は授業の趣旨を聞くや、図書館２階の「会社史」書
棚コーナーに行く。社史の背表紙がずらりと並ぶ。受講者は
迷う。だが、就職したい会社、何か興味のある業種、関心の
度合い、何でもよい。受講者の問題意識にもとづき、社史を
選ぶ（A）。一冊が決まると、何かのテーマにしぼって読む。
会社の「誕生」か「成長期」か「戦争時代」を選びとる。
　会社はどのような意図をもって設立され、困難にあい克服
して、どのように推移したのか。概況を注記しつつ書く（B）。
最後は、社史選択の初発の動機（A）と社史の記述（B）と
の落差、得たものがどのようなものであったかを考えて書く
（C）。A～Cを、図書館２階「情報リテラシーセミナー室」
のパソコンで、A4一枚の報告書にまとめあげる。
　それを、教師は添削する。文章の書きかたはどうか。書き
出しは「一字下げ」ではじめているか、あるいは「改行」は
意識的におこなっているか。指摘を受ける前は、両方を的確
にできる受講生はほとんどいない。だが、その点をまず注意
すれば、すぐ改善される。
　つぎに、接続詞はどうか。何でも「そして」「また」を使用
しない。それより「だが」「ところが」「一方で」「さらに」「と
ころで」という接続詞を使う。それは、みずからの思考力を
発展させ、多様的な視点から論じることになると説明する。
受講者が長く、試行錯誤しつつ考え込む瞬間である。
　誤字を訂正し、出典を注記させる。いちばん重要なのは、
受講者の知見を文章で正確に伝えられるどうかである。一枚
の報告書は何度も指摘を受け、書き直す。一回目の社史報告
書は4回目の授業前後でほぼ完成する。

社史を選び、読み、書く―科目名「地域と文化Ⅱ」の終わりに―
外国語学部 非常勤講師　内海　孝

　本ニュースレターは、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。 

【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



　2017年 2 月 20 日（月）、横浜 3 大学（神奈川大学、関東学院大

学、横浜国立大学）の FD 活動の連携に関する包括協定に基づき、2

回目の共同主催となる「ヨコハマ FDフォーラム’17」を開催しまし

た（会場は KGU メディアセンター）。

　第Ⅰ部基調講演は、国仲 瞬氏から ｢沖縄への修学旅行生と地元大

学生との学びあいの実践―大人数授業への示唆―｣ と題して講演いた

だきました。同氏は、琉球大学教育学部の学生ながら、大学生活の中

で社会課題についてディスカッションをする機会が極端に少ないこと

に不満を感じ、学生サークルから「株式会社がちゆん」を起業しまし

た（がちゆん＝「がち（本気）でゆんたく（沖縄の方言で“お喋り”

の意）」）。修学旅行生向けの平和学習・海洋自然学習などのプログラ

ム開発と提供を行っており、特に修学旅行生と地元の高校生や大学生

が、沖縄戦や平和について設定されたテーマを語り合う「沖縄平和“共”

育修学旅行プログラム」の予約が殺到。創業 3 年にして、現在は年

間 100校を超える沖縄修学旅行を担当しており、プログラム運営に

あたって「しっかりと指示を通す」「自然に協働する雰囲気を意図的

に作り出す」など細部までとことんこだわっています。

　第Ⅱ部パネルディスカッションは、「大人数授業をどう変える？」

をテーマに横浜 3 大学に横浜市立大学

を加えた学生・教員・職員の各立場か

ら、大人数授業のメリット、デメリッ

トを報告し、その改善策についてアイ

ディアを出し合いました。

　第Ⅲ部グループディスカッション

は、「大人数授業のあ

り方を考え、共有しよ

う！」をテーマに各グ

ループ 6 名に分かれ、

感想や意見を出し合い

ま し た。 発 表 し た グ

ループからは、「学生

と教員が共に創りだす

学習空間」、「学生の主

体性を引き出す工夫」、「ICT の活用」などが挙げられました。

　前回に引き続き今回も、教員、職員、学生それぞれの視点から

意見やアイディアを出し合うことができました。横浜 3 大学は、

今後も教員×職員×学生が一体となった FD 活動を共同で展開し

ていきます。
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〔委 員〕
委員長  山本 博史、副委員長  浅海 典子、副委員長・法学部  井上 匡子、経済学部  五嶋 陽子、経営学部  真鍋 明裕、外国語学部  大川 真由子、
人間科学部  松本 安生、理学部  張 善俊、工学部  奥山 博康、学修進路支援委員会  戸田 龍介、学生生活支援委員会  金沢 謙一、メディア教育 ･ 情報システム委
員会  笹川 俊、 入試管理委員会  大川 千寿、大学院学務委員会  竹村 兼一、共通教養教育推進委員会  金子 匡良、教育支援センター事務部長  田島 和久 ( 以上 16 名 )

〔オブザーバー〕
学長室  新倉一禎、学修進路支援部第一部 ( 教務 )  笠原 義和、 学生生活支援部  松沢 隆、 情報システム推進部  村山 宏幸、 入試センター  武井 正善 ( 以上 5 名 )

〔事務局：教育支援センター〕
旭 馨、柿沼 香奈、 高木 敦子、 松岡 尚子、田村 絵美里、 楢山 翔太、藤本 隆寛 ( 以上 7 名 )

2016 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員

〈工夫① 〉ペーパーファシリテーター
各グループに進行役代わりのシートを用意。授業の進行に応じて生徒自身
にめくってもらう。具体的な指示内容や補足情報等が書いてあり、各グルー
プの進度の差にも対応可能。

〈工夫② 〉ワークシート（レジュメ）＋手順＋到達点
ワークシートの上部に、それぞれのグループでの活動の手順が書かれており、
進行していくと必然的に到達目標が達成される。

〈工夫③ 〉知識構成型ジグソ一法の活用
協調学習の手法を参考にし、グループディスカッションを活性化させている。

●大人数授業への示唆

ヨコハマ FDフォーラム ’17
「大人数授業が変われば大学が変わる ―学生・教員・職員の３者で考える―」を開催しました

　横浜市内に本部を置く 4 大学（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学、横浜
市立大学）は、ヨコハマ FD フォーラム’17 の開催後、同会場にて「FD 活動の連携
に関する包括協定書」の調印式を行いました。
　横浜市立大学を除く 3 大学は、2015 年 12 月に先行して連携協定を締結。各大学
の FD推進センターを中心に、積極的な情報交換や、共同で大学関係者向けのセミナー
を開催してきました。
　今回は横浜市立大学が新たに加わり、教学運営に係る SD（Staff Development）活
動を含めた FD活動を推進し、今後も連携事業を通じて質の高い教育を提供すること
で、地域の持続的発展に貢献できる人材を育成するとともに、グローバル化が進行す
る社会で活躍できる人材を育成していきます。

FD活動の連携に関する包括協定が締結される !
横浜4大学（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学、横浜市立大学）
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