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　2000 年度の開始以来、今回で 6 回目となった学生生活実態

調査の調査結果を報告します。

　学生生活実態調査は、当初学生部で実施していましたが、

2002 年度に自己点検・評価全学委員会が発足したことにより、

2003 年度調査から同委員会が全体の責務を負い、学生部（2004

年度以降は学生生活支援部）の協力を得て実施してきました。

　学生の生活実態を正確に把握することは FD の観点からも重

要な課題であることから、今回の調査から FD 全学委員会に業

務移管され、学生生活支援部の協力を得て実施しました。

　 2009 年度学生生活実態調査では、その目的を「総合的な学

生生活の実態及び意識調査を通じて、大学への満足度（希望や

不満）を分析・把握し、FD の観点を考慮した本学の学生サー

ビスの改善に資すること」とし、その調査対象に、大学院生も

新たに加えました。また、質問項目は、前回 (2007 年度 ) 調査

との継続性を考慮しつつ、内容の精査を行いました。

　 調査結果によると、継続的な質問項目における顕著な経年変

化は、あまりみられなかったものの、自由記述の回答には、本

学の傾向や特徴を表す学生の率直な意見が記されています。

　1990 年代以降、ユニバーサル段階に達した大学においては、

学生も多様化しています。質問項目の回答データは、その分散

を見ずに平均値だけを見ていると、データの実態を読み間違え

てしまうこともあり、自由記述にある学生の声に耳を傾けるこ

とは重要なことです。

　本調査は、取りまとめて報告することが最終目標ではなく、

本報告を今後の学生支援に如何に活用し、どのような改善を

図っていくのかが最終目標となります。大学の運営改善に繋が

る IR（=Institutional Research）機能の重要性にも鑑みて、全

学的な学生支援の充実は言うまでもなく、各組織においても課

題を探り、神奈川大学らしい学士課程及び大学院の「教育の質保

証」に向けたＰＤＣＡサイクルを機能させることが望まれます。

【調査概要】
１．調査目的      
　神奈川大学学生の生活実態の全体傾向を明らかにし、修学面、進

路支援面などの今後の施策を考えるための基礎資料とする。 

２．調査対象者      
　学部生　：学部単位、学年単位で無作為抽出
　大学院生：全学生を対象

３．調査方法 
　調査対象者に配付後、自記式にて記入。記入後、郵送または学生
生活支援部窓口にて回収。

４．調査実施時期 
　2009 年 12 月 15 日（火）～ 2010 年 1 月 30 日（土）

５．調査対象者数 
　配付票数　7,000　　回収票数　976　　回収率 13.9％

　有効票数　976

６．主要調査項目      
　調査項目の体系については、従来の学生生活実態調査との継続性
を考慮する。
　また、アンケート回収率を維持するために、他のアンケートと重複す
る質問項目を精査し、質問数を 58 項目から 31 項目に減じて実施した。
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Ⅰ . 生活全般について
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※月平均収入合計と月平均支出合計は、「なし」を 0 円、「5 千円未満」を 2,500 円、

　「5 千円～ 1 万円未満」を 7,500 円、「1 万円～ 2 万円未満」を 15,000 円、「2 万

　円～ 3 万円未満」を 25,000 円、「3 万円～ 4 万円未満」を 35,000 円、「4 万円

　～ 5 万円未満」を 45,000 円、5 万円～ 7 万円未満」を 60,000 円、「7 万円～

　10 万円未満」を 85,000 円、「10 万円～ 15 万円未満」を 125,000 円、「15 万円

　～ 20 万円未満」を 175,000 円、「20 万円以上」を 225,000 円として計算。

　過去 2 回と比較してみると、「奨学金」は、05 年で 15.6%だっ

たのに対して、今回は 26.0%と 10 ポイント以上増えている。

大学院については、学部生に比べると「親の収入」は、48.7%

と最も低い。逆に、「奨学金」や「自身の給与・アルバイト料」

で大学納付金を納付している割合の合計が 66.7%と多い。

■大学納付金について

月平均収入合計（全学）

月平均支出合計（全学）

■　月平均収入を項目別に、過去 2 回の結果と比べてみると、

　「仕送り ･ 小遣い」は、年々減っていることがわかる。05 年

　に比べると 1 万円以上減っている。逆に、「定職・アルバイト」

　「奨学金」については、過去 2 回の結果に比べて増えている。

■　月平均支出の内訳を自宅通学生と自宅外通学生で集計を

　したところ、自宅通学生では、「食費」が 30.2%と最も多い。

　自宅通学生の支出平均額が 52,559 円であるので、平均

　16,000 円程度かかっている。自宅外通学生では、「住居費」

　 が 49.2 % と 最 も 多 い。 自宅外通学生の支出平均額が

　113,826 円であるので、6 万円弱が家賃の平均相場となって

　いる。「食費」については、22.6%であり、金額にしてみると、

　25,000 円程度かかっている。

■生活費収入・支出

大学納付金の納付方法（全学／キャンパス／学年別）



07 年調査は、選択肢から「どちらともいえない」を割愛しているため、09 年比較は参考値となります。

■望む　■望まない　■無効
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C. 教員に進路や就職についての
　 相談がしやすい（学部）

D. 教員に個人的な悩み事について
　 相談できる（学部）

■そう思う　　　■どちらとも言えない

■そう思わない　■無効

18.1％

46.9％

34.5％

0.4％

（09 年調査）
B. 教員に学業や勉強法についての
　 相談がしやすい（学部）

■教員や学生指導について

自由記述より抜粋
●勉強の事に関して、授業後、
オフィスアワーを使い、講師に気
軽に相談できるのも魅力の一つで
あると思う。（経済3年）
●気楽になんでも相談出来る人
がいない所。単位の事、授業の事、
就職＆資格…相談したくても相
談出来ないのが現実。高校でい
う、担任みたいな存在で自分の
事少しは知ってくれているよう
な方が欲しい。（理2年）

■そう思う　　　■どちらとも言えない

■そう思わない　■無効

■そう思う　　　■どちらとも言えない

■そう思わない　■無効

Ⅱ . 心と体の健康について

　全学でみると ｢進路や就職｣ が 75.9%、「勉学・能力」が

54.3%、「経済的な問題」が 29.6%となっている。また、「人

間関係」を回答した学生にはそれぞれ悩んでいるものに回答し

てもらった。その結果は、友人関係に悩んでいるという回答が

全体の 7 割に達した。

あなたは授業以外での本学教員との接触の機会や学生指導につい
てどのように思われますか。

A. 授業が終わった後に気軽に相談ができる（全学／学部別）

■学内の窓口や施設を利用しての感想について
　キャンパス別にみると、湘南ひらつかキャンパスでは「利用

したことがない」が 28.1％に対して、横浜キャンパスでは「利

用したことがない」が 37.2％と多く、「問題の解決がまあまあで

きた」以上の回答は横浜キャンパスは 46.1％に対して湘南ひら

つかキャンパスの方が 53.8％と多い。

　学部別にみると、「問題の解決がまあまあできた」以上の回答

は経営学部で一番多く 51.6％である。逆に、工学部では「利用

したことがない」が 40.9％で最も多い。

　また、総合的な相談窓口の設置希望は、64.2％となっている。

利用しての感想（全学）

（全学）

　大学院については、「そう思う」と回答があったのは、52.6%

と半数以上は肯定的な意見であった。

　学部別にみると、「そう思う」と回答した割合が多いのは、

外国語学部で 50.4％であった。逆に割合が少なかったのは法

学部で 21.8％であった。2 つの学部を比べると、28.6％もの

差があった。

現在抱えている問題について（全学）【09 年調査】

■現在抱えている問題について
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■敷地内禁煙にすべきだ

■敷地内禁煙にすべきでない　■無効

9.9％0.7％

89.3％

66.4％

32.2％

1.4％

09 年（n=976）

■吸う　■吸わない　■無効

09 年（n=976）

■毎日利用する　■週 3 〜 4 回　　　  ■週 1 回
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Ⅲ . 図書館について

■図書館の利用頻度（全学）

Ⅳ . 学生支援体制について

■本学で身につけたいこと ■本学での実現度

■学生生活総合満足度（全学）

09 年（n=976）

09 年（n=976）

09 年（n=976）

09 年（n=976）
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自由記述より抜粋（大学側に改善してほしい点）
●路上喫煙者が多すぎる。白楽駅から大学への道中に必ず歩きタバコ
をしている学生がいる。（外2年）
●喫煙場所は決まっているが、守らない学生が多い。また喫煙場所の
環境も悪く、煙が流れてきて、場所を定めている理由が見出せない。
設置場所も、ほとんどが学生の通り道であることも問題であると考え
ます。（法2年）
●学生の施設利用に対する「マナー」の悪さだと思われます。具体的
に言えば、物をポイ捨てする、食堂のトレイを下膳しないで放置する
等が挙げられますが、これらのことに対する改善策としては、やはり
学生のモラルに訴えかけるしかないと思われますが、妥当な解決策を
期待します。（法1年）
●喫煙所以外での喫煙者等への注意喚起をもっと積極的かつ厳しく行
うべき。（理3年）

■喫煙について（全学） ■敷地内禁煙について（全学）

自由記述より抜粋（大学の特徴）
●図書館などの施設が充実しており、学習環境が良いこと。（経済2年）
●語学を勉強する人のための設備や図書館の資料・雑誌がとても充実
しているところだと思います。（外3年）
●他大学に比べて施設が充実していると思う。特に図書館は、自慢で
きるものだと感じる。（工3年）
●図書館が大きいところです。館内は静かでとても勉強に集中できます。（不明）
●図書館で調べものがしやすい（人1年）
●図書館やPC室も充実している（法2年）

　項目別に全学での満足度（「まあ

満足している」以上の回答率合計）

をみていくと、「図書館の設備」が

82.8％で最も高く、次いで「校舎な

どの施設」が 76.1％で続いている。

　「海外留学制度」については、全

学で 75.1％の学生が「経験してい

ない」と回答している。



■本学で身につけたいことと実現度の関係（全学）

■神奈川大学についての満足度の度数分布（全学）

Ⅵ . 神奈川大学の特長、魅力とは（自由記述より）

Ⅴ . 神奈川大学についての満足度
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あなたは本学でどのようなことを身につけたいと思っていま
すか。身につけたいと思っている項目全てにマークし、さら
にマークした項目のみ、それが実現できそうかどうか、該当
する番号 1つにマークしてください。

　全学でみると、身につけたいと思っているのは、「専門的

な知識・技術」が 73.7％と一番多く、次いで「幅広い知識・

教養」72.7％、「資格・免許」61.5％の順になっている。

　身につけたいと思っている項目に対する実現度（「まあ

実現できる」以上の回答合計）では、「友人・先輩との交流」

が 89.7％と一番高く、次いで「クラブ・サークル活動の

充実」84.4％、「専門的な知識・技術」76.9％となっている。

　身につけたいと思っている割合（％）と実現度（％）を

比較してみると、身につけたいと思っているが達成できな

いと思っている項目（身につけたい割合−実現度 = マイナ

ス）はなかった。

神奈川大学への満足度を点数で表すと何点ですか？

　全学でみると、満足度の平均点は 68.0 点。若干ではあ

るが前回より上がっている。また 60 点以上と回答した人

は、全体の 7 割に上がっている。キャンパス別にみると、

平均点は横浜キャンパスの方が高い。

神奈川大学についての満足度（全学／キャンパス）

自由記述より抜粋
●うちの大学は清掃員にシルバースタッフを使っていてその取り組み
は評価できる。大学で学生と年層が違う人々と交流の機会の場を提供し
て欲しい。神奈川大学は様々な人たちによって築かれたものであると思
う。伝統と格式は先輩によって渡されたものでありこれを後輩に渡す使
命があると思う。伝統と歴史が神奈川大学の魅力である。（法2年）
●勉学と部活動の両方に力を入れている学生が多く、熱心に取り組
んでいる。特に全国大会で活躍している部は、神奈川大学が誇るす
ばらしいものである。（法3年）
●図書館やパソコン室の充実にはとても満足しています。また、学
食の多さも、大きな魅力だと思います。そして、文理系学部が存在
する総合大学も魅力だと思います。（法3年）
●神奈川大学の魅力は、キャンパス内の設備が整っていて、使いやす
い。また、ゼミの活動も積極的に行っていて、先生との距離が近いと
思います。（法4年）

次ページへ続く
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＊神奈川大学ホームページ「教育改善活動 (FD)」　http://www.kanagawa-u.ac.jp/fd/　に集計結果を掲載しております。

●学食のご飯が美味しいことや、緑あふれるキャンパス内に、小さい
子どもや、犬の散歩に訪れた人たちがいてにぎやかな所。校舎の中も
きれいで、休み時間に清掃してくれていつも清潔だと思う。（経済3年）
●「穏やかでのんびりしている」というのが私の印象です。自分次
第でこの環境はプラスにもマイナスにもなり、自分のやりたいことを
気がねなくやれる雰囲気が好きです。立地条件も、横浜キャンパスし
か知りませんが、静かで気に入っています。（経済1年）
●ゼミです。プレゼンの能力など、すべてゼミで学びました。ゼミ
で様々な本を読む事で、経済についてどんどん興味が持てるようにな
りました。そうした事で、授業に参加する姿勢も変化し、授業を本当
に楽しめるようになりました。それが、自分は３年になってからだっ
たので、改善点にも書きましたが、ゼミを１年からとれるようにして
ほしいです。そうする事で早く、大学の授業のおもしろさに気づける
と思います。（経済3年）
●環境が素晴らしく、やりたいことができるという点だと思います。
教授の方の熱意もあり、講義が面白いです。（経営2年）
●現在、３学年ということで就職課をよく利用するのですが、就職課の
方々の対応が自分の支えになってくれているという魅力があります。神奈
川大学の特長として、緑が多いという特長があげられます。緑の多いとい
う環境の中で勉強することは、とても魅力の点だと思います。（経営3年）
●横浜の中心部からさほど遠くないのに静かで緑が豊かなのはいいことだ
と思います。みなとみらいへのアクセスも便利ですし、立地はいいと思いま
す。また講義の種類の多さも、総合大学ならではの特長だと思います。（外1年）
●１、クラブ、サークル活動が活発。さらに結果も残しているので誇
らしい。（駅伝は除く、頑張ってほしい）２、給付金の制度が充実して
いる。このご時世、教育機関が本当に力を入れるべき所だと思う。神
奈川大学に志高い人を呼びよせる、また、多くの人に学ぶ機会を与え
る良い制度だと思う。（外3年）
●図書館が広くて様々なジャンルの本があることです。様々な学部
があるので、授業やサークルで他学部の学生やたくさんの地方の人と
知り合えるので良い刺激になります。（外4年）
●まずは、総合大学なので、日本中から人が集まり、自分とは違う環境
で育った人たちと交流が持てることでしょうか。私も都府県で様々な人
たちと知り合い、世界観が広がっていくのを肌で感じています。（人間1年）

●職員と学生の距離はとても近いと思います。また、ゼミに関しても
担当教授の側も力を注いでいる方が多いと思うので、「ゼミの神大」は
まだまだ魅力だと思います。（人間3年）
●地域との関わりが強いところが魅力。教職関係、ボランティア、各
ゼミによる講演会などで地域とつながっていると強く感じます。今後
とも充実させて欲しいと思います。（人間3年）
●施設がいいのは神奈川大学の魅力の一つだと思う。自由な感じの学
校の雰囲気も良い点だと思う。給費生の制度は特に神大の魅力になっ
ていると思う。（不明）
●勉強するにはすごく良い環境。先生との距離が近いところ。すぐに
質問などが出来るところ。（不明）
●ほとんどの教授が、質問に答えてくれる。教授の部屋も講義棟にあ
り、行きやすい。英語学習の支援が多い。留学制度（経営学部のもの
に、理生も行ける。説明を聞くだけでも満足した）。パソコンが使い易
い。就職に関して良い情報・印象がある。（理2年）
●熱心な教授が多く、華美ではないが、落ち着いた雰囲気の中、内容
の濃い学習ができる点。（理2年）
●実習、演習科目が充実していることだと思います。また、幅広く様々
な学問に触れることができる環境やカリキュラムを用意してあること
が特に魅力だと感じます。（理4年）
●横浜キャンパスは、学部が５つもあるので、他学部・他学科の興味
ある授業を学べる事、また、友人も理系・文系に偏らずに、幅広い視
野を身につけられる所。就職活動の面から見ても、事前の対策・講座
がしっかりしており、他学部の就職データがたくさんあるので、広い
分野から仕事を見つけられそうなところ。（工1年）
●自分次第で能力を存分に伸ばせる設備やカリキュラムがある点。「自
分で考える。」という事を教えてくれる教授や授業が存在する点。（工3年）
●努力する人や成長を望む人が自己実現できる環境。（工4年）
●学内が広い。学食が安くて美味しい。サークルや学内のボランティ
アもあり、先輩、後輩との関係も作りやすくて良いと思う。（大学院）
●教員の質が良い。研究だけでなく、プライベートのことに関しても
真剣に話を聞いていただけるので気持ち良く研究に没頭できる。学内
の資格講座も充実していて、就職活動する際資格を持っているだけで、
他校生と差別をつけられるのでいいと思います。（大学院）

SA（スチューデント・アシスタント）の取り組み
　今年度、初年次教育科目「ＦＹＳ（ファースト・イヤー・セ
ミナー）」において、FYS授業担当者が希望した場合による必
要な授業に限定し、ＳＡ (スチューデント・アシスタント）の
運用を試行的に実施しました。
　その目的は、SAを授業運営 ･新入生補助に参加させること
により、教員と新入生との橋渡しをおこない、学びへの意識を
高める役割を担い授業改善をすること、またＳＡ自身に対して
は、主体的に学ぶ姿勢や責任感、大学への帰属意識を身に付け
させることとし、34名の学生が SAとして登録し、36名の教
員がSAを採用しました。
　教員及びSAのアンケート結果、SA懇談会での学生の感想に

【SA の主な業務内容について】（教員アンケートより抜粋）

下級生に対する助言　/　資料の配付・回収　/ 授業における
パソコン・教材提示装置等の操作補助 / 学生の出席、欠席等
の確認、連絡網の作成 / 討論テーマの提案、グループディス
カッションの進行・参加 / 演習のチェック等 / 資料作成及び
準備（コピー等）、講義前の打合わせ / 授業準備

【2010 年度 SA 実施状況】（人）

よると、SA導入により FYSが効果的に実施できたとの意見が
多く見られました。
　アンケートでいただいた一部のコメントをご紹介します。
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■ SAを通じて、先生の大変さがよく理解できました。これからは、
もっと一生懸命まじめに勉強しなければいけないという思いを抱き
ました。そして、他の学生とのコミュニケーションが出来たことは、
私にとって非常に有益な経験となりました。この経験を今後の就職
活動や国際・異文化の理解活動に活用する所存です。もし機会があ
れば、またSAを務めたいと思います。
（経済学部経済学科3年　王秋艶さん）

■ SAはまだ試行段階であり、何をしたら良いかは漠然としていま
した。私はその授業を受講する学生と担当の先生のサポートに徹す
ることを目標にしましたが、結果として自分自身が多くの教訓を得
ました。言われたことをするのではなく、何をしたら良いかを考え
て行動することは人生で大切なスキルであると改めて思い知らされ
ました。自分に甘い私ですが、先輩の立場に立ち責任感を持つこと
もできました。いろいろな人に経験して欲しいです。
（人間科学部人間科学科3年　杉村沙織さん）

SA の感想  ～ SA を経験して～

■今回、貴重な機会をいただいて最後まで役目を果たせたことを誇
りに思います。SAは先生と1年生の懸け橋となるとともに、教える
側、教わる側の視点からみることができていい経験となりました。SA
という ”きっかけ ”により、最終的には先生にはいろいろな仕事を任
せていただき、1年生とは授業が終了した今でも挨拶を交わすなど良
好な関係を築くことができました。今後もこのような ”きっかけ ”を
大切にしたいです。
（工学部建築学科4年　下倉裕也さん）

■ SAを行うのは初めてのことなので、最初はとても不安でした。し
かし、1年生と交流することで、新しい発見があったり、先輩とし
てアドバイスしてあげたりと、お互いにとってプラス効果があると
感じました。指導を行うとともに、意見交換や発表の機会も多かっ
たので、学識を深めるきっかけになったり、友人関係のネットワー
クを拡げることができ、SAはとても有意義なシステムだと思いまし
た。このシステムをこれからも継続することで、学生の成長を手助
けするとともに、神奈川大学の発展に繋がっていくのではないかと
思いました。
（経営学部経営学科4年　堀健太さん）

■FYSは、新入生を大学生として目覚めさせる上で、非常に有効な

プログラムです。そこに SAを投入することにより、更なる効果を
発揮させることができたと実感しました。SAを再び担当する機会が
与えられた時は、経験を活かし、より良いサポートを行えるよう努
力し、自らにもプラスとなるようなものとしたいです。
（経営学部経営学科2年　山本大貴さん）

■学生の反応に関しては、良いとは言い難いものでした。先生自身
は一生懸命話をしているのですが、先生を中心に授業が進められて
いて、生徒の意見や質問など発表させる機会をあまりとっていなかっ
たことが一番の問題だと感じました。より生徒に意見を述べさせ、
コミュニケーションをとることが大事であると思います。先生が授
業で行った内容に関しては「日本人のコミュニケーション能力」とい
うような内容であり、とてもためになる知識であると思いました。SA
自身もいろいろと勉強になることは多いのですが、先生がより SA
を有効に活用（授業内容の相談、いろいろと頼むなど）させなけれ
ばSAの意味がないように感じます。
　SAを行い、いろいろと考えさせられ勉強になりました。ありがと
うございました。
（経営学部経営学科 4年　川口貴之さん）

SAを任用してよかった点（教員アンケートより抜粋）

教員と新入生の間のブリッジ役／新入生に近い目線でのアドバイス

／資料の配付や回収の効率化／プレゼンテーションで使ったパワー

ポイント資料作成の補助

●授業終了時の「お疲れ様」という声かけは雰囲気を和ませる。
● SAを通じて、学生が最初から授業に馴染み積極的に参加する雰囲気

を容易に作ることができた。
●新入生の状況について意見を聞くことができ、まんべんなく学生に

目が行き届くようになった。
●学内ツアーなど教員1名では学生たちの案内や質問等に対応できな

い部分を適切に対応し、学生の満足度向上に寄与してくれた。
●授業中に、必要と思われるところはSAに発言させた。その結果、比

較的近い年代の上級生の意見と言う事で、これから大学生活をどのよ
うに過ごすかについて、1年生に大きな教育効果があったと判断する。
●他学部生を担当したが、その学部のゼミの様子など先輩として助言

を与えてもらい有効だった。
●補足資料等の提供やアイディアなどを提供してくれたこと。
● SAの成長に授業現場に参加することが役立っている。

その他の意見
● FYS以外の授業においてもSAの活用は有効である。（大人数教室、

100人程度の4単位の授業（演習付）、TAの業務を一部SAが担当、等）
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　法科大学院においては、原則として３年強の学習で司法試験の

合格水準に達することが学生に求められている一方で、司法試験

自体の出題範囲自体が拡大したことにより、学習項目は旧司法試

験の時代とは比較にならないほど増大している。そのため、学生

に短期間のうちに司法試験に合格できる水準の知識と法的論理性

を身につけさせるためには、教員側が講義を漫然と行っていたの

では十分ではないとの認識のもとに、研究科全体の理念として、

日々より効果的な授業スタイルを常に模索・追究している。

　また、法務研究科は、開設当初から、教室における対面講義

と研究科が独自に開発した e- ラーニングとのブレンディングを

実施しており、これを FD の基軸に据えている。以下、概要を

簡単に報告する。

１　FD 委員会
　法務研究科FD委員会は、法科大学院専任教員3名で構成され、

ほぼ毎月開催されている。FD 委員会においては、法務研究科の

FD 活動について、その実施を企画し、統括し、さらに実施結果

を研究科委員会に報告する責任を負っている。

２　授業アンケート
　授業最終回に無記名方式のアンケート用紙を配付し、原則と

して全学生から回収している。アンケートの結果は、事務職員

により科目ごとに一枚のシートに取り纏められ、講義担当教員

に回付されるほか、研究科委員会においても全科目のシートに

ついて点検が行われる。

　講義担当教員は、自由記述欄における授業批判等に対して適

切な回答をしなければならない。講義担当教員により授業批判

等に対する回答がなされたシートは、再度事務職員に戻され、

研究科委員会の責任において全科目分をファイルに編綴して、

法務研究科の図書室に常置することとなっている。

３　ティーチングポートフォリオ
  e- ラーニングシステム上にすべての講義科目についてポート

フォリオ文書 ( の雛型 ) が用意されており、まず第一回授業の

開始前に授業運営の方針を明示し、また最終回授業の終了後に

授業運営について総括的に自己分析することになっている。こ

のポートフォリオには、エビデンスとして授業中に使用した全

資料・小テスト等を含めなければならず、教員はそれらを FD

委員会に提出する義務を負う。

４　講義情報データベース
  e- ラーニングシステム上にすべての講義科目のすべての授業

(14 回分 ) および定期試験について WEB ページとしての講義情

報文書が用意されており、講義担当教員は 14 回の授業につい

て毎回これを作成し、受講学生に授業内容を予告し、かつ適切

な予習の指示を与えなければならない。

５　授業相互参観
　あらかじめ定められた期間において、法務研究科専任教員は、

少なくとも二つの講義科目につきそれぞれ少なくとも一回ずつ

授業を聴講し、その講義科目の授業運営に対する提言および自

己の担当科目の授業運営に聴講結果をいかに活用すべきかとい

う点について、研究科委員長に対して報告書を提出しなければ

ならない。

６　採点基準シート
　法科大学院における定期試験の実施に際して、適正かつ公平

な評価を担保するために、講義担当者は、出題の意図および評

価のポイントを配点と共に採点基準シートに記載して研究科委

員会に提出しなければならない。法科大学院においては、答案

の全体的な印象に対して加減点をすることは許されないことに

なっている。

　歴史民俗資料学研究科では、ＦＤを含めた教学の改善や改革

などについて、将来構想検討委員会を設置して検討している。

将来構想検討委員会は、本研究科委員会の委員全員によって構

成される。開催は不定期だが、昨年度は 9 回開催された。

　昨年度は、第一にカリキュラム改革を検討した。本研究科で

は、2003 年度の 21 世紀 COE プログラム「人類文化研究の

ための非文字資料の体系化」の採択に合わせて、2004 年度に

は開設時のカリキュラムを大幅に改訂した。今回は、21 世紀

COE プログラム終了後、その成果を生かすカリキュラム改訂

を行なった。

　新カリキュラムの理念は、以下の６項目としてまとめられた。

①歴史民俗資料学研究科創設時の教育理念、指導方針を堅持しつ

つ、その目的の達成を目指し、研究科の理念と目標を一層強固な

ものとする。②旧来の枠組みを超えた、新たな科目群を設ける。

③科目の統廃合によって、効率化と科目と担当教員の適正化を考

慮する。④ 21 世紀 COE プログラムの教育内容・教育体制を反

映させる。⑤現代の社会的ニーズに対応し、学生が魅力を感じる

カリキュラムとする。⑥本学全体の将来構想に適合し、新学部構

想など本研究科の将来を展望した内容とする。

　第二に、必修科目の創設を検討した。博士課程前期では、「歴

史民俗資料学特論」（４単位）と「歴史民俗資料学論文演習」（４

大学院法務研究科 FD に関する活動報告

大学院歴史民俗資料学研究科 FD に関する活動報告
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経営学部の FD 活動に関する実践例について

単位）の２科目を必修科目として新設した。前者は、１年次の

必修であり、学部で歴史学や民俗学を専攻していない入学生が

多いなか、歴史学と民俗学の基本的な考え方を学ぶことを目的

とした科目である。とくに、歴史資料と民俗資料をどのように

利用するのか、その両方を活用した研究領域はどのような点に

あるのかなど、本研究科の特徴を生かす研究方法を学ぶことに

よって、院生各自の研究テーマを模索する手助けとなることも

目的としている。

　必修科目の創設と、修士論文の集団指導体制を関連させて、

この点を大きく改正した。従来、修士論文の研究指導は、指

導教員に任されていた。これでは、あまりに縦割りの論文指

導となり、幅広い見識を身につけるという博士課程前期の教

育目標とは必ずしも適合しない状況だった。そこで、従来通

　二年次開講科目で特定コース必修、他コース選択必修と

いう位置づけにある『経営管理総論』をとりあげてみます。

湘南ひらつかキャンパス最大の講義室を使い、連続 2 コマ

開講しています。平均履修者数は、400 から 450 人です。

　ご他聞にもれず、人数が多くなると集団心理が作用し“騒

音”に悩まされます。しかしたとえエネルギーの消耗が激

しい講座であっても、“消耗品”にならないための工夫は

必要であると考え、幾つか仕掛けを考えました。その“核”

の部分にツーウエイコミュニケーションを据えました。以

下でその方法をご紹介します。

　講義の途中で「クイズ」を出し、1 人あるいは数人でそ

の解に挑戦する方法です。15から20分ほどで回収します。

クイズの内容は、当日の講義に直接関係する問題もあるし、

時には来週予定している講義内容と関係する問題もありま

す。用紙は B ６サイズの small test 用紙を使用しています。

回収したクイズの解答用紙は、形式、内容に分けてチェッ

クし所定の評価をします。

　優れた解答のなかに、指導者の考えも及ばないような発

想やヒントが混じっています。私にとっては“宝物”探し

にも匹敵するワクワクする瞬間です。たとえば、「あなたが

キャンパスの経営管理者であるという想定のもとに、効果

のあると思われることを１つ提案してください」という具

合です。宝物に出会ったときはシナプスが刺激を受け、お

もわずメモをとっています。そのメモ内容が学習効果を生

み、講義の質向上につながる（？）きっかけをつくること

になります。学生から学ぶことになります。

　翌週の講義時には、すぐれた解答者に前にでてきてもらっ

て、履修者のまえで報告してもらいます。多いときで 7 ～ 8

名の学生が教壇にたちます。報告のたびに拍手がおこります。

　また担当者の責務の１つとして、優れたレポートや改善

の余地のあるレポートをスクリーンに映し出して、学習共

有を図ることも実施しています。名前を伏せても筆記体の

癖で学生の名前がわかるので、“プライバシーに引っかかる”

という批判もでました。そこで提出時に内容公開の可否を

事前にとっておくことにしました。

　この他にやや本格的な自主課題もときどき出していま

す。文献を調べることが必要になります。書き方も当然

チェックの対象になります。“やや重”のこぶ (knot) 効果

があります。先の枝が伸びるかどうかは、手前にどれだけ

おおきな“こぶ”をつくれるかどうかにかかっています。

学生も教員も“こぶ”造りにいそしんでいる、といえるか

もしれません。

　ある学会で報告したときに、フロアーから質問がありま

した。「あなたのやっていることは、まるで“めだかの学校”

ではないか？」私、おもわずオウム返しに声をだしていま

した。「めだかの学校で、何が悪いのですか？（腹のなかでは、

なんか文句あっか？）」また悪い癖が出てしまいました。

（「経営管理総論」担当者）

り入学時から指導責任としての指導教員制度は継続するが、

修士論文については研究科教員全員で集団指導していく体制

に改めた。

　すなわち、博士課程前期においては、指導教員を中心に修士

論文指導は行なうが、２年生で必修科目の「歴史民俗資料学論

文演習」を履修することによって、その中で指導教員だけでなく、

研究科教員全員から指導を受ける。さらに、論文中間発表会な

どの機会に研究科教員全員で指導していくという集団指導の方

針が策定された。

　その他、将来構想検討委員会では、研究科の教育に関して、

長期にわたる教育課程の履修、専修免許状の文科省申請、特定

課題についての研究成果による学位授与、授業評価などについ

て検討し、一部実施されている。

経営学部でのささやかな試み  ― コア科目、大講堂での試行錯誤 ―



2010 年度ＦＤ全学委員会委員
〔委 員〕

委員長　内藤 周弌、副委員長　鈴木 陽一、法学部　坂本 宏志、経済学部　上沼 克德、経営学部　海老澤 栄一、外国語学部　坪井 雅史、人間科学部　杉山 崇、
理学部　泉 進、工学部　渡邉 良男、学修進路支援委員会　斎田 真也、学生生活支援委員会　Ｔ．アサモア、メディア教育 ･ 情報システム委員会　日比野 欣也、
入試管理委員会　水野 光晴、学務委員会　小谷 享 ( 以上 14 名 )

〔オブザーバー〕
学生生活支援部事務部次長　池原 治、学部 ･ 大学院事務課課長補佐　木内 由美子、情報システム推進部長　金丸 壽男、入試センター事務部長　明比 卓 ( 以上 4 名 )

〔事務局〕
学長室室長　村川 千鶴、学長室次長　武井 正善、学長室課長　新倉 一禎、学長室課長補佐　旭 馨、学長室　鈴木 秀隆、学長室　梅香家 睦子 ( 以上 6 名 )

入学前教育課題の実施
本学では、2004年度より全学的に入学前教育課題を実施しています。その目的は、①学習意欲の維持及び向上、大学教育への動機づけを図り、
②入学前に必要な基礎学力の確認及び補習を行い、③大学教育における基礎的能力の習得としています。	

【 2011 年度 AO 及び各種推薦入学試験合格者に対する入学前教育課題について 】

　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その取組事例を紹

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。 
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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
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【提 出 先】 FD 全学委員会 ( 事務局：学長室 )  内線 2126　　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

　本研修会では、最近の大学新入生の中等
教育における教育環境及び特徴や課題を明
らかにしました。次に、本学新入生全員に
対して入学時に実施している大学生基礎力
調査を分析した結果から見えてくる入試方
式別の基礎学力及び大学志望度の違いを具
体的に検証しました。
　そのうえで、いくつかの観点から高大接
続期の課題を整理し、大学で学修をすすめ
る際の新入生の伸ばすべき（補うべき）力
を考慮した課題解決型の施策を探りました。
　最後に、具体的に取り組む施策のひとつ
として「入学前教育」に焦点をあて、各学
部学科の教育目標に適合した入学前教育課
題のあり方について業務提携先からご報告
をいただき検討を深めました。

2010 年度神奈川大学 FD研修会
 2010年度新入生の傾向報告と入学前教育課題

2010 年 7 月 16 日（金）15:00 ～ 16:50

講師：株式会社ベネッセコーポレーション
　　　大学支援事業開発部  永原 智夫氏
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