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　私が FD と深く関わるようになったのは、4 年前のことです。当時、

私は大学院の学務委員会委員長を務めていましたが、学長から 2006

年度大学院設置基準の一部改正に伴い義務化された「教育内容改善の

ための組織的な研修等」について検討するようにとの諮問を受けまし

た。これを機に、本学で FD 活動を全学的な組織とする議論が開始さ

れることになりました。その後の詳細な経緯は省略しますが、2008

年 10 月から要綱に基づく FD 全学委員会がスタートし、2009 年 4

月からは正式な規程も整備されました。それと同時に、その半年前か

ら大学認証評価との関連で急遽立ち上げられていた「学部等 FD 実施

委員会」は「学部・研究科 FD 委員会」と改称されました。

　この 2 年間、FD 全学委員会は FYS 授業内容や実施方法の改善、

学生生活実態調査や授業アンケートの内容の見直しと結果の公開によ

る組織的活用、教育支援センター（仮称）設立に向けた原案の作成な

ど、今まで積み残されてきた全学的難題の解決に取り組んできました。

　一方、学部・研究科 FD 委員会は名称は変わったものの、委員会と

しての整備は不十分でした。当時、学部・研究科内にすでに FD 組織

をもっていた工学部と法科大学院では、従来の組織との二重構造の解

消に苦心したのではないかと思います。また、ＦＤと名のつく委員会

を持ち合わせていなかった部署では、実質的活動は 2 年が経過した

今もまだまだであり、今後の改善が望まれます。この両者の連携こそ

が、今後の神奈川大学での FD 活動推進の鍵となるからです。

　従来、学部や学科（研究科・専攻）における FD 活動は、「カリキュ

ラム検討委員会」や「初年次教育委員会」、「将来構想委員会」などで

議論され、改革が実行されてきました。このうちのどの部分を「学部・

研究科 FD 委員会」が担うのかは各部署での歴史的

経緯もあり、今後の検討や工夫が必要なところです。

FD 活動のパターンとしてよく挙げられる PDCA サ

イクルのうち、前半の plan-do の部分は従来の教務

関係の委員会が担当し、後半の check-action の部

分は FD が担うのも一つのスタイルですし、学科に

よっては将来計画の部分を FD 委員会が担当したり、教務委員会を改

組して FD 委員会とするなどの動きも出てきています。組織的教育改

善が義務付けられ、認証評価の重要課題となっている現在、「FD を見

える形」にしておくことは必要なことだと思います。

　ＦＤ活動、つまり「教育内容改善のための組織的研修」が最も実質的

に効率よく行えるのは、教育組織の最少単位である「学科」、さらに言

えば、そのうちの分野別の最少グループにおいてです。同種の学生集団

と向き合い、類似の教育内容を教授している中でこそ、問題点や悩みを

共有でき、改善できるはずです。すでに各部署で実行されている事かも

しれませんが、何気ない日常の会話の中で「今年の新入生は ･･････」と

いう話題からも FD は始まりますし、「では、一度授業しているところ

を見学させて下さい」ということに発展するかも知れません。「教育改

革のための学生による授業アンケート」で得られる貴重な結果を公開し、

実質的改善に繋げるための施策を議論することはもちろん大切ですが、

同時にもっと気軽に始まるＦＤ活動が組織的研修の大きなうねりに繋が

る可能性も大きいと思います。さまざまなかたちでの「学部・研究科で

のＦＤ活動の更なる活性化」を心から希望しています。
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学部・研究科での FD 活動の更なる活性化を願う ＦＤ全学委員会委員長　内藤 周弌
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　法学部では、2008 年度後半より継続的に FD 懇談会を行ってい
る。ここ 2 年間の懇談会の内容は次のとおりである。

【2009 年度】
　第 1 回：法学研究科における集団指導
　日  時 ：2009 年 4 月 8 日（水）
　第 2 回：授業評価アンケートの活用
　日  時 ：2009 年 6 月 10 日（水）
　第 3 回：試験と成績評価
　日  時 ：2009 年 10 月 14 日（水）
　第 4 回：授業公開―実施に向けた課題の整理
　日  時 ：2009 年 12 月 9 日（水）
　第 5 回：トライアルコースの成果と課題
　日  時 ：2010 年 2 月 17 日（水）

【2010 年度】
　第 1 回：ＦＹＳについて（1）
　日  時 ：2010 年４月 14 日（水）
　第 2 回：ＦＹＳについて（2）
　日  時 ：2010 年６月９日（水）
　第 3 回：授業アンケートの組織的活用について
　日  時 ：2010 年 10 月 13 日（水）
　第 4 回：法学研究科の学位認定プロセスについて
　日  時 ：2011 年 1 月 12 日（水）
　第 5 回：講演「地域から大学院へ・大学院から地域へ」
　　　　　　　　大矢野  修氏（龍谷大学教授）
　日  時 ：2011 年 2 月 26 日（土）
　参加人数は2010年度からやや増加し、15名程度となっているが、
できれば学部教員の全員が参加することを望む。開催回数は各年度
2・3 回増やしたい。毎回活発な意見交換が行われているが、今後
は活動成果の評価をどうするかが課題である。2010 年度始めの 2
回は FYS をテーマとし、新任教員研修の役割も兼ねた。（坂本 宏志）

1．総括
　これまで経済学部では、各教員個人のレヴェルにおいて実質的
な FD 活動がなされて来たが、学部全体として「FD 活動」として
認知するまでには至っていなかった。すなわち、経済学部において
は、つい最近まで FD への取り組みは学部教育全体との関連性にお
いて明示的・構造的にはなされて来なかったのであり、その意味で
は FD 全学委員会の動向に遅れていた。しかし、FD 全学委員会に
よる先導（＝授業アンケートの組織的運用・活用方法に関する提案
など）に刺激を受け、このまま放置するのは適切ではないとの判断
の下に、遅ればせながら学部 FD 委員会が全学部教員に対して「FD
とゼミナール活動に関するアンケート調査」を実施した。その目的
は、学部内における FD の理解・啓蒙と各教員の意見集約にあった。
結果、約４分の３の回収率が得られ、いま分析中である。３月中旬
にはアンケート集計に分析を加えたものを冊子として作成し全教員
にフィードバックする予定である。同時に、学部長への答申として、
ならびに学部カリキュラム委員会で報告し、2011 年度から本格的
に FD を学部教育の中に生かす予定である。

2．実質的 FD への取り組み事例
　FD とは銘打っていないが、学部ないし各教員のレヴェルにおい

各学部の FD 活動（2009-2010 年度）について

て取り組まれて来ている実質的 FD 活動の一部を列挙するなら以下
のとおりである。
① ゼミナール活動への取り組み（指導教員のゼミナール教

育に対する哲学によって様々であるが総じて密度の濃い教育指
導がなされている）

② 経済学部独自の２本立て初年次教育への取り組み（FYS
への取り組みと「経済入門テキスト」作成と指導方法の検討）

③ 対外ゼミナール活動への参加やゼミ誌発行の奨励
④ 各自による講義・教育方法の工夫
⑤ 教育効果を上げるための恒常的カリキュラム検討（履修

者人数、授業時間帯等の適正化）

3．その他
　経済学部が、これまで学部全体として FD への取り組みに遅れて
来た理由は二つある。一つは、経済学部教員の間には FD 活動は各
教員個人のレヴェルで成すべきものとの意識があり、また画一的“標
準化”を好まない傾向があったことである。二つは、経済学部には
カリキュラム委員会なるものが伝統的に存在し、従来この委員会が
学部教育に関するあらゆる事柄（すなわち学部 FD への取り組みの
ほとんどすべてを含む）を検討し改善する役割を担って来た。つま
り、全学的要請の下に後から任命（設置）された FD 委員（会）は
学部内での位置づけが矮小・曖昧であり、本来の活動が出来る状況
になかったことによる。「FD とゼミナール活動に関するアンケート
調査」の実施を契機に、FD 委員（会）の学部内での適切な位置づ
けが 2011 年度には期待される。　　　　　　 　　　（上沼 克德）

　“あいまい性”が極端に高く、なおかつ二文字英語からなるエフディー
は、非常に扱いにくい内容をもつ。その理由を整理すると、初期教育と
専門教育とを統合的に扱っていることと、ファカルティの概念のなかに
教育職の他に事務職も入っており、アカデミズムを統括的な括りでとら
えようとすることの 2 つに集約することが許されるかもしれない。
　2 つの軸つまり教育職全体と事務職は共通の対象軸である学生と相
乗的に交わりかつ刺激を与え合い、それぞれの役割を高め合うこと
が求められる。今流行のトリプルボトムラインを援用すれば、学生
―教育職―事務職のアカデミック・トリプルボトムラインになる。
　以下ではまず、学生主体の学習・学修・生活を事務職と教育職が
支援、推進する形で実施している取組み事業を紹介する。次いで教
育職と事務職とが連動する形で展開しているキャンパス単位でのユ
ニークな事業を紹介する。
　まず教育職―事務職による学生の学習・学修・生活の支援である。
時系列的にみていく。
　4 月：全学での取組みである 1 年次前期の FYS(「基礎演習Ⅰ」)
を踏まえて、後期には学部独自の「基礎演習Ⅱ」を開講。2 年次後期
にはコース必修制の「経営環境演習」が、さらに 3 年から 4 年次ま
でに前期、後期合わせて演習がⅠからⅣまで必修で準備されている。
3 年半の演習で学生の個別指導が展開される。ほぼ全員の教授会構成
教育職が担当し、学生の考え方や行動パターンなどを身近に体験し
かつ“教え方”を学ぶ。
　10 月：夏季休業期間を利用した「社会体験研究」の研究報告会が
大学理事職・事務管理職、教育職、実習先企業担当者・管理者・経
営者たちの参加を得て、実施。名づけて「インターンシップ成果報
告会」。また大学祭開催時に「新規事業コンテスト」実施。地域人や
学生と共に、審査員やオブザーバとして教育職が参加。
　11 月：毎年夏休みに実施される Study Abroad プログラムの成果
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報告会が「SA 報告会」として実施。引率を含めた教育職の参加によっ
て学生体験を共有。またゼミでの研究成果を「インターゼミナール
大会」で発表。表彰者の選定で教育職が参画。
　12 月：母語以外の言語による「外国語スピーチ大会」。この企画
には理学部学生も応募可で、実際に理学部から入賞者も輩出。審査
員として教育職参画。
　このような多様なプログラムをとおして、学生の問題意識力や自
己発見力、周囲への気づき、などが生まれる。その醸成過程で杜氏
であるファカルティ (faculty) もまたその年の麹、天候、温度調整な
どの加減を学習することが可能となる。当事者である教育職が気づ
くかどうかは別にして、自然発生的、増分的に自分の身体のなかに
教育をとおした研究の発展 (development) が醸し出される。異質性、
多様性、複雑性への挑戦を可能にする。
　もう１つの事務職と教育職との連動は、経営学部と理学部の 2 学部
からなる湘南ひらつかキャンパス（SHC）でのユニークな仕組みに見
られる。横浜とは異なる風土から自然発生的にそして必然的に生まれ
た SHC 連絡協議会である。設立 20 周年の 2010 年度で計 37 回開催
されている。メッシュ型の情報交流、情報共有機関として定着している。
　この制度の特徴は、横浜を含む発案当事者の他に関心のある教職
員が自由に参加でき、発言できるところにある。いわゆるファカル
ティとしての意識水準や意思決定水準、学習能力を高めることにき
わめて有効な働きをする。多少の誤解を承知のうえでいえば、オー
プンカフェの雰囲気をもつ制度である。キャンパス全体にかかわる
諸問題を当事者から直接聞く機会が得られる。メッシュでは、教育職、
事務職を問わずそれぞれが結び目であるノードの機能を果たす。情
報や問題共有の水準を無意識的に高める効果がある。
　以上みてきたように、あえて FD という枠組みを使用しなくても学生
―教育職―事務職に代表されるアカデミック・トリプルボトムラインが
機能している。しかし全ファカルティメンバーに浸透しているとは必ず
しもいえない。ある意味で事前よりも事後に、計画よりも創発的な展開
によって、試行錯誤的にファカルティ行動の展開や発展（デベロップメ
ント）が活動過程のなかで実現している。現状で非認知であっても自然
体で認知される輪がひろがっていくであろう。　　　　　（海老澤栄一）

　外国語学部では、各学科単位でＦＤ活動を行ってきたため、学科
ごとの取り組みを紹介する。
　英語英文学科では、2 月の拡大カリキュラム会議で教育内容・方法
について討議し、自己点検・評価に取組んでいる。来年度より、学
生の学力多様化をふまえ入学時実施の TOEIC の得点を基に専門基礎
科目群に上級クラスを設置、また、学生の履修希望に対応し 3、4 年
次の演習科目群のクラス数を大幅増加、日本と英語圏諸国の言語や
文化比較を英語で講義する 3 科目を開講し海外からの留学生にも配
慮している。１、2 年次の TOEIC、1 年次 TOEFL の得点、専門基
礎科目の成績をデータ化し各学生の習熟度の追跡調査を実施。その
他、2012 年度開始の派遣語学研修制度と連動した科目編成など 14
年の教育課程改訂に向け検討中。学生の英語運用力強化のため授業
を補完する English Express も拡充の予定である。（高橋 一幸）
　スペイン語学科では、新カリキュラムの成果向上ための作業が中心
となった。主な活動は、①演習科目の授業内容・方法の調整（教材・
試験問題の統一を含む）。②評価基準の統一、試験結果の分析、教育方
法の改善のための担当教員会議。③メーリングリストを通じた、学科
の決定事項や指示の徹底と、教員間における授業の実施状況・問題点
等の情報の共有。④学科独自の学生へのアンケート（6 月中旬実施。
1 年次は毎年、2 年次以降は隔年。内容は授業関係から入学動機やスペ
イン語圏に関する知識調査まで）。⑤「ペルーの夕べ」開催（2010 年 12 月。
学習への動機や、学科内の交流・共同作業・帰属意識の向上のため。講演 2・
学生のプレゼンテーション・音楽演奏・懇親会）。（後藤 政子）
　中国語学科では従来、多様化する学生のニーズに対応するため、
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2 年次以降中国語を集中的に履修するインテンシブ・コースと、そ
うでないスタンダード・コースに分けるというカリキュラムを採用
してきた。この方式は、中国語学習に対する意欲に応じたクラス編
成、科目選択を可能にし、大きな効果を挙げてきたが、一方で、ス
タンダード・コースを選択した学生は目標を設定しにくいという問
題も指摘されていた。そこで、09 ～ 10 年度にかけてカリキュラ
ム改革ための検討会を頻繁に重ね、現在のコース編成を中国語の習
得に重点を置く言語コース、中国の社会・文化に関する科目を重点
的に学ぶ社会文化に再編成し、後者のための科目を新設した。これ
は次年度入学者より適用されることになっている。（村井 寛志）
　国際文化交流学科の 2009 年度のＦＤ活動は、教育活動の充実を図
るべく、2010 年度施行に向けた新カリキュラムの検討、履修方法や
授業運営の改善、FYS を含む初年次教育科目の運用形態や授業内容に
関する検討を行った。カリキュラムの改訂においては、学科独自の学
生アンケートの結果を反映する形で科目の拡充や調整を行った。2010
年度の活動は、さらなるカリキュラムの充実化のための検討を行った
ことに加え、JICA 訪問、国際協力や文化的活動に従事している外部講
師を招いた授業の提供、フェアトレードをテーマとした外国語学部文
化ウィークにおける学生の活動など、本学科の独自性を打ち出せるよ
うな授業や活動を展開する試みも行うことが出来た。（辻子 美保子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （坪井 雅史）

【2009 年度】

1. 2010 年度以降の初年次教育の検討

　初年次教育には、スチューデントスキル、アカデミックス

キルおよび補習教育といった要素が必須であることを確認し、

それらを教育課程に反映することとした。

2. 授業アンケートの活用法

　授業アンケートの結果の活用について検討した。理学部で

開講している講義の難易度は本学学生に対して適切なレベル

であることを確認した。

3. 教職課程の検討

　理学部における教職教育について検討した。理学部には教

員を希望する学生が多く、教員採用一次試験の合格率も比較

的高い。今後は二次試験の合格率を上げるよう努力すること

を確認した。

【2010 年度】

1. FD 講演会の開催

　近年、メンタルヘルスの問題を抱えた学生が増加している。

それらの学生を支援するために「学生のメンタルヘルスを理解

するために」というタイトルで経営学部と共催で講演会を開催

した。学生相談室の辻あずさ氏（臨床心理士）に最近の事例を

紹介していただいた後、精神科医の加藤隆先生（慶応大学医学

部）に潜在的精神疾患の見極め方について説明していただいた。

2. 理工再編に伴う新教育課程の検討

　2012 年度の学科再編に向けて教育課程の充実について検討

した。「教養教育」を充実させるために 2012 年度から理学部

全学科・コースの教育課程表を以下の通り改訂する。

・理学部共通基礎科目の新設

　自然科学を学ぶ上で必要な数学・物理・化学・生物・情報

科学についての十分な基礎教養教育を施すために、理学部の

学科・プログラムに「共通基礎専門科目」を設置し、6 ～ 8

単位を選択必修科目とした。この科目群は大学教育への導入

の役割を果たすとともに、理学の各分野における専門科目を
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支障なく履修できるように、基礎的学術知識を教授することを目的
としたものである。
・基礎科目教育課程表の改訂
　教養教育としての基礎科目を学生に効率良く受講させるため、基
礎科目を「人文・社会科学系科目群」とそれ以外に大別し、「人文・
社会科学系科目群」から 12 単位以上取得することを卒業要件に定
めた。
　以上のような教育課程の改訂により、一般教養ならびに理学の基礎に
ついて、より充実した教養教育を施すことが可能になると考えられる。

学科・コースにおける 2010 年度の主な FD 活動
・情報科学科情報科学コース：プログラミング演習Ⅰの演習課題を
　検討して授業の改善に努めた。
・情報科学科数理・物理コース：「数理・物理コロキウム」を通じ
　て授業改善のための FD 活動を行った。
・化学科：FD 活動のための「将来計画委員会」を組織し、教育課
　程を含めた学科の将来計画について検討した。
・生物科学科：教務委員会を改組して FD 委員会を設置し、教育方
　法ならびに教育課程の改善について検討した。
・総合理学プログラム：総合理学プログラム部門会議で教育課程な
　らびに教育方法を検討した。　　　　　　　　　　　　（泉　進）

　人間科学部は 2006 年に設置された比較的新しい学部である。学
科は人間科学科という一学科ながら、心理発達コース、人間社会
コース、スポーツ健康コースと３つのコースが置かれている。教員
と学生はともに各コースに所属するものの、コースを超えた科目履
修やゼミの選択が可能で学際色豊かな学びが出来ることが特色であ
る。2009 年度末に第 1 期の卒業生を出し、完成年度を迎えること
から、設置時に置いたカリキュラムの優れた点と改善点を探り、必
要に応じたカリキュラムの充実を図り、その円滑な試行を図ること
が 2009 年度からの学部の FD 活動の第一目標と位置づけた。
　そこで、まずは 2008 年後期から学生から授業およびカリキュラ
ムに関する生の意見を集約するために、自由記述によるアンケート
を行った。その結果を 2009 年度始めから各コース毎に集計して検
討を行った。カリキュラムの優れた点をさらに発展させること、改
善点を修正することを目標に各コースの FD 委員を中心に各コース
のカリキュラム検討のワーキンググループを構成し、カリキュラム
の検討を重ね、2010 年度入学生から適用される新カリキュラを作
成した。改訂の概要としては、たとえば心理発達コースでは手薄だっ
た心理学の領域に関する授業科目を設け、人間社会コースでは社会
調査のスキル獲得をより重視し、スポーツ健康コースではスポーツ
ビジネスと体育教員の養成を 2 本柱とする、など、学生のより実の
ある学びに配慮した内容になったと思われる。また、専任教員がカ
リキュラムに責任を持って教育を行うという観点から、新設科目は
極力非常勤に頼らず、可能なかぎり専任教員が担当するように配慮
した。
　このカリキュラムは 2010 年度から施行され、2010 年度入学生
の年次進行に応じて展開さている。現在、その円滑な施行にむけて、
学部をあげた取り組みが行われている。たとえば各コースの主任と
学部長を中心に学部全科目のシラバスのアセスメントを検討し、必
要な資材・教材を導入し、大学院生をティーチング・アシスタント
として活用して授業の充実を図るなど、各コースで善処している。
　カリキュラムの検討を通じて、各教員が学生の「今」を理解し、
教員が学生を育てたい方向性を確認することができたように思われ
る。また、学生について真剣に考える場を設けたことで、教育に生
きる教員―学生関係を大切にする文化がさらに根づきつつあること
も人間科学部の特色ではないかとも思われる。　　　　（杉山　崇）

　工学部FD委員会が主体の2009-2010年度活動は以下の通りである。

①学科・教室単位で毎期、研究授業を開催している。両年度の開催
科目と担当者を下表に示す。
② 2009 年度に ｢研究授業｣ ならびに ｢学生による授業評価｣ について
教員にアンケートを行い、その結果を FD だより (No.13) に掲載し
た。そして 2010 年度には FD 全学委員会からの求めに応じて ｢学
生による授業アンケート｣ の組織的活用法について検討し、工学部
長に答申している。
③ FYS 実施例調査に対し、2009 年度担当では、電子情報フロン
ティア学科１名、物質生命化学科 5 名の計６名、2010 年度担当で
は物質生命化学科 3 名、情報システム創成学科 1 名、建築学科 2 名、
教室 1 名の計７名が提出している。
④ 2009 年 11 月 6 日に田中毎実教授 ( 京都大学高等教育研究開発
推進センター長 ) による ｢FD の現状と課題」と題する講演会を開催
した。なお FD 全学委員会でも FD 講演会を開催するようになった
ので 2010 年度からは工学部主宰の講演会は中止することにした。
⑤大学コンソーシアム京都主宰の FD フォーラムに工学部 FD 委員
が毎年 2 ないし 3 名参加し、｢FD だより｣ で参加報告をしている。
⑥ ｢FD だより｣ を 2009 年度まで年 2 回、2010 年度からは年 1
回発行している。
⑦毎期各学科・教室から各 1 名を、学生のインターネット投票に基
づいて優秀講義として選定し教授会で表彰していた。しかしマンネ
リ化しているなど、色々の意見があったため 2010 年度は中断して
見直し作業を行った。その結果、大学全体での教員表彰が計画され
ていることもあり廃止することになった。　　　　　　（渡邉 良男）
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　講演「2010 年度神奈川大学新入生の傾向報告と入学前教育課題」
　　㈱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

　報告「2010 年度入学前教育課題の概要と結果報告」
　　㈱ナガセ ( 東進ハイスクール )〔通信添削〕大学営業部部長　竹岸 章氏
　　富士通㈱〔理工系基礎科目 e-learning〕
　　　　　　　　　　 文教ソリューション事業本部 赤澤 佳子氏　
　　㈱アルク教育社〔英語 e-learning〕文教営業本部 丸山 隼人氏

■「第 5 回メディア教育シンポジウム」（メディア教育・情報システム委員会との共催）

（2010 年 12 月 4 日 ( 土 ) 開催）

　これからの学習効果の向上に寄与する仕組みとして Web 技術を利
用した学習情報管理及び達成度評価等を行う e ポートフォリオが注
目されている。この仕組みを活用すれば学生自身の学習 / 経験に対
して、客観的なふり返りや目標設定による支援が実現する。本シン
ポジウムでは、多くの大学にて導入が検討されているこの e ポート
フォリオについての事例研究を行った。

　講演①「九州工業大学における学習自己評価の取り組み」
　　　　　　　　　堀江 知義氏（九州工業大学副学長）
　講演②「失敗しない効果的な e ポートフォリオの活用法
　　　　　　　　　　　　　　～ e ポートフォリオシステムの導入に際して～」
　　　　　　　　　森本 康彦氏（東京学芸大学 情報処理センター准教授）
　講演③「東海大学『学生支援システム』の紹介」
　　　　　 ～学生の質の保証のための教員・職員の活用事例より～

　　　　　　　　　押野谷 康雄氏 （東海大学教育支援センター次長）

　　製品 / 事例説明① ( 株 ) 朝日ネット「manaba folio」
　　製品 / 事例説明② インターレクト ( 株 ) 「BrainMate」

(2) ＦＤニュースレターの編集及び発行
　各学部・研究科ＦＤ委員会の活動や各種アンケート結果を紹介す
るなどＦＤ活動に対する啓発を行った。

　　初年次教育科目
　　「ＦＹＳ ( ファースト・イヤー・セミナー )」の授業事例集の作成

　2011 年度各授業担当者に対する授業計画の参考とするために
「ＦＹＳ授業実施事例集」の作成を行った。

　　高大連携対象事業による FD 活動

　本学では、神奈川県下を中心に 59 の高校と高大連携協定を締結しており、
相互授業見学、出張講義講師派遣、特別聴講生及び高校生インターンシッ
プの受け入れ、シンポジウムの開催など、さまざまな連携事業を行っている。
　本委員会では、総合高校を中心とする高校教育の現状を理解するために、
委員よる授業見学会を行った。訪問した高校は、相模原総合高校（日本史・
数学）、横浜青陵総合高校（社会・理科）、秦野高校（生物・社会）、大和南
高校（国語・生物）の 4 校であった。
　また、第 5 回高大連携シンポジウム「中等・高等教育におけるキャリア
教育の連続性」（2010 年 8 月 6 日開催）では、「大学での学びのスタート
―高大連携から見た初年次教育」と題して、本委員会副委員長である鈴木
陽一学長補佐による講演が行われた。

　　2010 年度ＦＤ関連研修会・学会等への参加
5 月  22 日　ＦＤネットワーク“つばさ”第 5 回協議会（山形大学）
6 月  12 日　全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会・パネルディスカッション（関西大学）
6 月 5-6 日　大学教育学会第 32 回大会（愛媛大学）
9 月  11 日　初年次教育学会第 3 回大会（高千穂大学）
10 月  8 日　全国私立大学ＦＤ連携フォーラム臨時総会（立命館大学東京キャンパス）
10 月  9 日　法政大学第 8 回ＦＤシンポジウム
2 月  12 日　ＦＤネットワーク“つばさ”第 6 回協議会（了徳寺大学）
3 月 5-6 日　大学コンソーシアム京都第 16 回ＦＤフォーラム（京都外国語大学）
3 月  19 日　教育 GP（実践的 FD プログラム）最終報告会（立命館大学）

　　各種アンケート調査の実施及び組織的活用

(1) 教育改革のための学生による授業アンケート
■目的

　学内における ｢組織的教育改善に活用」することを主目的とし、
併せて学生の理解力・能力を高めるための個々の授業改善に役立て
ることを目的とする。

　詳細は 6 ページ以降をご参照下さい。

(2) 学生生活実態調査 (2009 年度 ) の組織的活用
　2009 年 12 月に実施された調査の集計・分析結果を学内外に公表
するとともに、各組織において、学生のより良い学生生活・学修環
境の整備のため組織的に活用した。

 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」に限定し、授業運営・新入生補
助のためのＳＡの活用を試行的に実施した。その目的は、教員と新入
生との橋渡しを行い、学びへの意識を高める役割を担い授業改善を図
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つけることにある。ＳＡに協力してくれた学生か
らは、「教える側の苦労がよくわかった」「自らの学びと成長に繋がっ

た」等のＳＡの試行的実施について好意的な意見が多く聞かれた。

  神奈川大学教育支援センター（仮称）設置の検討

　本委員会では、2012 年度教育支援センターの設置に向けて以下のとお
りに検討し、規程案の策定を行った。
 本学の FD 活動を省みると、各組織における授業アンケートの組織的活用
の開始や FD 研修会による啓発等により一定の成果を見せ始めているが、
FD 活動の根幹となる方針・企画の策定など、FD の専門研究者や専従事務
スタッフの確保がなされていない現状では、脆弱なままとなっている。
　これと同時に、高等教育のユニバーサル化に伴い、本学学生の学力低下
や精神的・社会的未熟さもまた、高等教育の質保証・向上の観点からいって、
大きな問題となっている。とりわけ、学習の仕方が分からない、学習の習
慣が身についていない学生や、友人ができずにそのまま退学にいたる学生
が増加しており、本学の教育に困難をもたらしている。
　以上の現状に対して、本学における教育の質的向上に向けて、教員の教
育改善を組織的に支援する FD 活動並びに、その FD 活動との連携のもと
に学生の大学生活及び学修への適応を支援する活動を行うことを目的とし
て教育支援センターを設置することにした。
　教育支援センターには、「FD 推進委員会」と学生支援組織「KU スクエ
ア（仮称）」を設置し、さらなる FD 活動を促進させるとともに、大学での
学修や学生生活に適応できない学生に対して日常的継続的な学習支援や、
ピア・サポート（学生相互の学びあい）の場を設けることを計画している。

　　教育力向上及びＦＤに関する啓発活動

(1) 本学主催のＦＤ研修会及びシンポジウムの開催
■ＦＤ研修会「2010 年度神奈川大学新入生の傾向報告と入学前教育課題」

（2010 年 7 月 16 日 ( 金 ) 開催）

　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、本学新入生全員に対して入学時に実施している『自己
発見レポート（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
で学修をすすめる上で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「入学前教育」の施策を探った。

5
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６. 公開の範囲

(1) 個別授業科目データは、教員所属学部内で公開する。各

学部は、同データに分析を加え、教育内容・方法の組織的改

善活動のために活用する。但し、同データを教員評価のため

には用いないこととし、公開許諾のアンケートは従来どおり

実施する。

(2) なお、個別授業科目データは、従来どおり図書館で公開し、

本学教職員、非常勤講師及び学生に限り閲覧可能とし、同デー

タを各属性・項目で集計した結果報告書は、ホームぺージ、

「JINDAI Style」（学生向け広報誌）等で公表する。

2010 年度  教育改革のための学生による授業アンケート

　本学は、2009 年度に ( 財 ) 大学基準協会の大学評価（認証評価）を受審し、「適合」の評価を得ましたが、授業アンケー

トに関しては「組織的・系統的には利用されていないので、ＦＤの一環として組織的に活用する」よう助言を受けました。

本学の授業アンケートでは、これまで個別授業科目データの公開は極めて限定されており、学内におけるＦＤへの取組

み方針等が明確化されていませんでした。そのため授業アンケートの結果が、個々の教員の教育 ( 授業 ) 改善への参考資

料に留まり、組織的な活用がほとんどなされてきませんでした。

　こうした状況を踏まえ、ＦＤ全学委員会では、2010 年度授業アンケートの個別授業科目データを学部・学科内で公開

することへの同意を改めて求め、組織的な活用を依頼しました。さらに、各学部・学科内での組織的活用を促進するた

め、前回 (2008 年度 )の授業アンケート結果から考えられる組織的活用 ( 例 ) 及びそれに基づく授業アンケート集計デー

タの分析結果の提供を行いました。。

　　　　　　　2010年度 ｢教育改革のための学生による授業アンケート｣ の組織的活用（例）〔抜粋〕

１．授業アンケートから見える学生の現状と課題 ( 問題点 )について対策を検討する（8 ページ参照）。
　(1)問題点･･･2008年度授業アンケートによれば、履修者数が80人を超えると学生の満足度が下がる傾向がある。【図１】

　(2) 問題点 ･･･ 自主学習時間が短い。【図２】

　(3) 問題点 ･･･ 学生のマナー（私語・携帯電話・居眠り・途中退出等）が悪い。【図３】

２．各学部・学科等が注視する観点 ( 質問項目 )から授業アンケートの平均点の高い科目を抽出し、教授法や授業内容の

　向上のための研修会、ワークショップ、研究授業等を実施する。
　(1) 大規模クラスにおいても学生の満足度が高い科目の共通点を見出す。

　(2) 学生が「難しい」と感じていながらも、満足度が高い科目の特徴を見出す。

　(3) 総合平均点の高い科目の特徴を見出す。

　 ※その他「３．体系的な授業配置 ( カリキュラムマップ等 ) の妥当性の検証のための参考にする。」「４．シラバスの表記方法の影響の検討」

　　　　　　　　　　　調査概要

１．目的

　学内における組織的教育改善に資することを主目的とし、

併せて、学生の理解力・能力を高めるための個々の授業改善

に役立てることを目的とする。

２．実施対象

(1) 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する。

(2) ゼミナール、卒業研究、実験実習科目は対象から除外する。

３．調査項目

　アンケート項目は、大量のデータ処理を行うためにシンプ

ルなものとし、マークシート方式を基本とするが、学生が自

由に記述できる欄を設ける。

４. 実施機関

ＦＤ全学委員会の実施計画のもと、学修進路支援委員会が実

施にあたる。

５．集計・分析結果のフィードバック

(1) 科目ごとの各調査項目の回答を集計し（自由記述の入力

含む）、各教員に返却する。

(2) アンケート結果は、全学及び各学部学科・各教育協議会

別に集計し、図表化する。

(3) ＦＤ全学委員会は、集計および分析の結果について報告

会を行う。
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調査結果

1. 実施科目集計表

2. 設問別全体（前期＋後期）集計結果

Ⅱ -1　シラバス事前確認 Ⅱ - 2　履修動機

Ⅱ - ３ 出席率 Ⅱ - ４　週平均の予習・復習時間

Ⅱ - ５　学生マナーの順守 Ⅱ - ６　授業難易度

■ 平均値レーダーチャート

■ 履修して感じたこと
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3. 組織的活用（例）に基づいた全体（前期＋後期）集計結果

図 1　履修者区分による設問ごとの肯定回答グラフ

予習・復習時間の回答率グラフ 予習・復習時間区分による設問ごとの回答率グラフ
図 2　

学生マナーの回答率グラフ 学生マナー区分による設問ごとの回答率グラフ
図 3　

　履修者数区分による、設問別の肯定回答率を見てみると、「学生が授業に積極的に参加できるような工夫がされていま
したか。（授業参加工夫）」では、履修者数区分 40 名未満の肯定回答率（74.7％）と、120 名以上の肯定回答率（46.5％）
の差がもっとも大きく 3 割近くもの差がある。
　「あなたにとって、この授業は全体として満足な内容であったと思いますか。（総合的満足度）」を見ると、履修者数が多くな
ると肯定回答率が下がるという傾向は同じだが、履修者数区分が 80 名以上になると肯定回答率にあまり差が出ていない。

　「この授業の勉強のために週平均どの程度予習・復習をしましたか。」という質問の回答を、履修者数区分によって帯グラフに
まとめた。履修者数区分が 40 名未満のクラスでは、「全くしなかった」と回答している学生が 24.3％と約 4 人に 1 人程度であ
るのに対し、履修者数区分 120 名以上のクラスでは、49.8％と約 2 人に 1 人が予習・復習を全くしていないということがわかる。
　グラフと折れ線グラフについては、予習・復習を行っている時間が長い学生ほど各設問での肯定回答率が高いことがわかる。
ただ、出席率に関しては、あまり差がでていない。

　「学生としてマナーを守りましたか。」という質問の回答を全学・学年別・履修者数区分によってまとめたものが、右の帯グ
ラフになっている。学年別では 4 年生、履修者数区分では 80 名未満で学生マナーが守られていることがわかる。
　また、左のグラフでは、学生マナーの設問に対する各設問の肯定回答率の比較をしている。出席率と予習・復習時間以外
においてマナーを守っている学生ほど各設問の肯定回答率が高いことがわかる。

＊「肯定回答計」とは、以下の選択肢の合計になります。

・シラバス事前確認 ･･････ よく読んだ，だいたい読んだ
・出席率 ･･････ 毎回出席，ほぼ毎回出席，3/2 程度出席
・週平均の予習・復習時間 ･･････・2 時間以上，1 ～ 2 時間未満
・学生マナー遵守 ･･････ 守った，だいた守った
・その他の設問 ･･････ とてもそう思う，ややそう思う
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教養系科目の FD 活動に関する実践例

　受講者の学科は多様である。

　法学部、経済学部、外国語学部、人間科学部、工学部の

さまざまな学科の 1 年生から 4 年生である。

　この多様性に、共通科目として、どのように応えられる

のであろうか。毎年自問する。だが、44 人登録者のうち

数名をのぞき、受講目的は明確である。開講科目「地域と

文化」のシラバスを読み、受講者が「興味をもって」受講

してくれたことは、授業日最初の作文からわかる。

　その興味とは、図書館を利用して調べ、調べていくうち

に「身につく知識や能力を得たい」と（Ｓ君）、調べる「作

業や授業に参加することで日々学んでいき」（Ｎ君）、講義

を聞くよりも「活動的な授業を受けたい」（Ｎさん）とい

う文面にあきらかである。

　附属図書館 2 階の「情報リテラシーセミナー室」を拠点

にして、図書館全体を利用して、いわば授業する。

(1) まず、図書館階下の資料庫に行く。本学図書館所蔵の

英文資料、イギリスの社会風刺漫画 The Punch を解説した

後、手に取らせる。受講者はそのなかで気がかりになった

箇所を、課題として設定する。受講者相互か教師に相談し

て決めてもよい。

(2) 課題が決まれば、それを調べ追求することが、つぎの

目標である。図書文献、パソコンを利用して調査させる。

英文資料であるので、キーワードから、インターネットを

積極的に利用させ、解釈の方向を相談しつつ模索させる。

(3) 最終目的は、課題への解答を書くことである。

　文章を書く。ただし長文でなく、要点を絞って書く。

A4 の用紙１枚が理想で、2 枚を限度とする。書き出し、

一字下げ、改行、注記、どのようにして書くのか。課題の

解答文を「セミナー室」で、受講者ひとりひとりと、やり

とりして検討する。受講者は何度も書き直す。

　解答文を作成する過程では、先行する受講者の中間報告

を「セミナー室」内に掲示し参考資料とすることも、他者

に刺激と奮起を促す。余裕がある年度は、さいごに解答の

報告会を開くこともある。

　当初、慣れない英文資料に不安げでとまどっていた学生

たちは、しだいに変化しはじめる。受講者相互のやりとり

や、教師との議論も取りこみ、進んで思考して調べ、課題

を解き、書きあげようとする強い姿勢に変わってゆく。

　課題への解釈の道筋がみえてくると、今度は学生たちが

教師とのやりとりで、気概をしめす。こうなれば、しめた

ものである。閲覧に立ちあった図書館員によれば、学生は

図書館員にも挨拶ができるように変わる。

　課題を設定した学生は、すべて解答を書きあげてゆく。

こちらが気づかないような情報をインターネットでみつけ

だし、解答を書く。こちらが、教わる番である。このこと

は、毎年半期の楽しみになっている。

　このように学生たちの潜在的な可能性を刺激して引きだ

し、課題をみずから発見し解決してゆく基礎力を「書く」

という一点に集中する。それが結果として、就活や卒業後

の自立的な活動に役だつ。

　アメリカの大学生が、すでに図書館の機能を図書文献の

利用と同等以上にインターネット活用で、その学習効果を

あげていることを勘案すると、その勢いは止まらない。

　だからこそ、インターネット情報をどのように利用する

か。その情報量と文献調査を生かし、課題を解く。それを

書く能力に鍛えあげ、発展させる素地をつくることが大学

教育の基本のひとつといわねばならない。

横浜キャンパスの事例  ― 図書館を利用して、書く ―

本学図書館所蔵の英文資料、イギリスの社会風刺漫画 The Punch

「地域と文化Ⅱ」非常勤講師　内海　孝
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■日暮れて道遠し、されど……
　私自身、FD 担当の学長補佐となる以前は、紛う方な
く改革の「深海魚」であった。しかし、幸いなことに、
職務上の必要から、シンポジウム、フォーラムなどを通
じて、今の日本の大学で何が起きているのかを知ること
ができ、見方を改めることができた。特に重要なのは、
学生の現状について「見れども見えず」、半ば独りよが
りの教育をしてきたことに気がついたことかと思う。だ
が、こうしたことに気づくこと自体辛いことであり、気
づいたからといってすぐに教育改革の妙案が見つかるわ
けでもない。まさに日暮れて道は遠いが、唯一の希望は、
FD 委員会を通じて少しずつ大学の空気が変わりつつあ
ることだと思う。願わくはこの動きが教育支援センター

（仮称）の設置を機に、若い先生方に大きく広がってほ
しい。それが多分、神大生き残りの道につながると思う。

副委員長　鈴木　陽一

■法学部のＦＤ活動は徐々に軌道に乗ってきています
が、さらに活性化させるには予算が必要です。さほど高
額になるとは思われませんので、ＦＤ活動のための支出
を全額的に積極的に認めてほしいものです。全学委員会
では授業アンケート等小委員会委員長を担当しました。
アンケート項目の精査とアンケート結果の公開を主要課
題としていました。授業アンケートの精査は一応の成果
を挙げたと思いますが、学生生活実態調査についてはむ
しろ今後に課題を残してしまいました。授業アンケート
を学部内公開とすることに各学部で了解が得られたこと
は大きな成果だと思います。今後はさらなる公開範囲の
拡大を望みます。

法学部　坂本　宏志

■経済学部では、FD へ認識不足とその結果として FD
委員（全学委員会も含む）の交代が度々であった。この
点、経済学部全学 FD 委員として反省するところである。
任期最終段階になって、FD に関するアンケート調査を
実施でき、かつ意外にも約 80％の回収率と詳細な記述
などにより経済学部教員が FD に関心が高いことが判明
した。４月までの、残された期間内にアンケート結果を
分析し、学部長ならびに全学 FD 委員会にも答申できる
ことがせめてもの慰みである。

経済学部　上沼　克德

■新しい制度を作るときには、ある理念や明確な目標が
ありその目標に向かって全員一致で立ち向かうパターン
の他に、自然発生的に必要に迫られ仲間内で何となく動
いているうちに周囲に認知されるパターンがあるよう
だ。わが大学の FD 全学委員会も、学部の固有の風土や
文化があり、それらを１つの鍋に入れ込み、個を尊重し
ながらその個を超越したところに全学の FD のもつ特質
が生まれてくるように思う。さて今われわれは、どの段
階にあるのだろうか。神大 FD 鍋を試食しながらその味
を確かめよう。いや教職杜氏が心を込めてつくりあげた、
純米大吟醸の試飲もしてみたい。

経営学部　海老澤　栄一

■これまで準備委員も含めて３年ほどＦＤ委員会に関
わってきたが、中心的な議題は、ＦＹＳの改善案につい
て、あるいは授業アンケートや学生生活実態調査の内容
の見直し、教育支援センター（仮称）設立に向けた議論
など、もちろん間接的にはＦＤ活動に資するものであっ
たとはいえ、ＦＤ活動の中心であるはずの各教員の教育
力向上に向けた取り組みは、各学部・学科に一任された
形で、全学的な組織的取り組みはあまりなされなかった
ように思われる。おそらく、今後は教育支援センター ( 仮
称 ) において実質的な全学的な組織的取り組みに向けて
の議論がなされるものと期待する。

外国語学部　坪井　雅史

■全学 FD 委員を務めた関係で、様々な経験をすること
ができた。中でも授業アンケートの項目検討を通して授
業の在り方を個人的にも考える機会になった。学生と教
員の双方が学問を、科学を、そして実体験を楽しみなが
ら、学生が育つ場が授業であればと更に強く願うように
なった。また、学部ではカリキュラムの改訂に深く関わ
ることになった。その検討の過程は、学生の今、社会の今、
そして教員の今、を確認するよい機会になった。学部と
しての一貫性を保つためにはカリキュラムは安易に頻繁
に変更するものではないが、その適切性の査定を続ける
ことで、教員の「教育」に対する意識をブラッシュアッ
プするのではないだろうか。

人間科学部　杉山　崇

■ FD 活動を推進するためには、FD 活動の義務化等法
制上の位置づけを理解し、FD 活動を互いに共有化する
ことが重要である。また、「学生カルテ」を導入する等教
育に関わる情報を一括管理するとともに情報を共有化す
ることも重要であろう。「教育支援センター ( 仮称 )」が
設立された暁には同センターに教育に関わる情報を集約
した上で、教員の授業改善に必要な情報を、個人情報の
保護を踏まえつつも、いつでも簡単に引きだせるような
システムを構築していただきたい。

理学部　泉　進

FD 全学委員会委員からの一言
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■ ｢FD｣ は“教員を対象に、教員による、教員の教育力
向上活動”だと理解しているが、ほとんどの大学では、“学
生を対象に、教員による、学生の学力向上活動”に留まっ
ているのが現状であり、本学も例外ではない。教員を対
象とする改善活動の難しさを表わしている。FD 活動を
実質化するには、｢継続教育認定制度｣ のようなシステム
を大学教員に対しても導入することが必要であろう。計
画されている教育支援センター（仮称）にこれを期待し
て退任の挨拶としたい。

工学部　渡邊　良男

■学修進路支援委員会の任期により小生のＦＤ全学委員会
の任期は 2010 年度 一年間限りでした。この一年間で特に
学修進路との関連では FYS が主で、本委員会では事例集の
充実に注力してきました。これは FYS を実施する先生方の
良い参考になると思われたからです。一方学生のアンケー
ト結果では、依然として先生方の間で FYS への取り組み姿
勢にかなりの温度差があることが読み取れました。これを
受け FYS・副専攻教育小委員会では各担当者の評価の 分
布に著しい偏りがあることを認識し、評価のためのガイド
ラインを呈示する と共に、シラバスに評価方法を明示いた
しました。今後 FYS をより充実させるために、現在組織作
りが行われている教育支援センターの中で、初年次教育に
関する系統的な組織作りが必要と痛感しております。

学修進路支援委員会  斎田　真也

■将来的なそして世界的な FD
　高等教育における FD は、現在においては新しいもの
ではない。高等教育機関（総合大学や短期大学）での継
続的な成功の最大の要因の一つはその教育の質であると
これまで認識されてきた。現在の FD は、教育の質の追
求だけでなく、教職員関連プログラムや組織や機関の発
展の確立も含んでいる。
　FD に対するグローバル環境における高等教育機関が
直面する課題は内的であれ外的であれ一つの教育機関に
限られることはない。国内であれ国際間であれ総合大
学や短期大学間の協力は、FD の有効な発展にとって不
可欠である。国際的なレベルでは、CIEE (Council on 
International Education Exchange ) が、国際 FD セミ
ナーを通して FD 推進の先頭に立っているように思われ
る。これらのセミナーは、ローカルとグローバル両方の
観点から現在の教育の問題に焦点を当てている。

学生生活支援委員会　ティオフィラス・アサモア

■私はメディア情報教育・情報システム委員会からの選
出委員として一年間務めさせて頂きました。選出委員会
ではメディア教育部会を担当していることもあり、今年
度は FD 全学委員会と共催でメディア教育シンポジウム
を開催させて頂きました。今回は『学生自身による達成
度評価の仕組み・e ポートフォリオとは』というテーマ
で、本学の FD 活動の進捗状況からすると、さらに次の
ステップになりそうな他大学での活動の事例などを拝聴
でき、本学教職員にも大変参考になったと思います。ただ、
他大学からの参加者の割に、本学からの参加者が（予想
通りというか）あまり多くなく、残念でした。教員にとっ
て、負担にならない（思われない）FD 活動を今後も模
索していきたいものです。

メディア教育・情報システム委員会　日比野　欣也

■神大では今年度前期末と後期末に 2 回の授業アンケー
トを実施した。しかし、この欧米発の無記名式の一般的
なアンケート処理は、日本の風土に全く合ってないし、
むしろ日本独自のものがあってもよいのではないかと私
は考える。授業時間を削って行うこの種のアンケートに
実質的な費用対効果がどれだけあるのかはなはだ疑問で
もある。私は全学実施の授業アンケートとは別に、期末
試験の最後に私の授業に関する記名式の感想文を A5 版
サイズの小テストの用紙に書いてもらっている。この感
想文のほうが具体的に私の授業の生の声を反映していて、
読んでいても楽しいし、授業改善に活かすべき学生の声
がよく表れている。次年度には、これらの建設的な学生
の意見を生かして指導したい。

入試管理委員会　水野　晴光

■大学院選出の委員として二年間半勤めた。大学院 FD
の礎を築くに至らなかったものの、個人的には学外の
FD 関連会議へ度々参加して理解を深めた。皮肉な事に、
神奈川大学 FD の未熟さも身に染みた。FD は平たく云え
ば学生の満足度を高めるための活動だが、逆に学生への
サービスが全て FD と呼べるわけではない。本学が FD
を「教育改善活動」と公式に呼ぶ所以である。そう考え
ると、二年半の委員会活動は FD という「山」の裾野を
うろちょろするだけで終わってしまった様に思う。その
責は無論私自身が負うべきで、この局面での離任は気が
咎めるところではある。FD に纏わる雑感をひらつかキャ
ンパス 20 周年記念誌に掲載した事を附記して終わる。

 大学院学務委員会　小谷　享



FD 活動への期待とジレンマの存在

　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。 
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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
【字　　数】 1,000 ～ 2,000 字（応相談）　 【写 真 等】 掲載可（応相談）
【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

Column

　FD 活動は自己点検・評価活動と並んで、高等教育の
質保証にとっていわば車の両輪ともいうべき役割を期待
されています。本学にとっても同様ですが、FD につい
て日頃感じている 1、2 のことを述べることにします。
　FD 活動の主要な対象は教育内容と教育方法の改善に
ありますが、これは個々の教員の授業レベルと学科（大
学院では専攻）レベルとの双方にわたる改善が不可欠と
考えます。本学では前者のレベルでは学生授業アンケー
トや授業経験をもとにした工夫等、後者ではカリキュラ
ム改定等を通じてなされてきましたが、必ずしも双方の
連関の下になされてきたわけではありません。個々の教
員が担当する授業が学科全体のカリキュラムの中でどの
ような位置を占め、それに応じてどのような内容と授業
形態で進められるべきか、は学科全体としてあまり意識
化されてきませんでした。
　今後の FD 活動はこうした状況自体を改善する必要が
あると思われます。とくに、学科レベルにまで「研究教
育上の目的」や 3 つのポリシーが制定されましたので、
それを基準にして双方の連関を意識して改善を図ってい
くことが必要でしょう。
　同時に、このことを考えるとき、本学学生の学力水準
等をも考慮せざるを得なくなるでしょう。学力水準の低

下ばかりか、高校までの学習内容・時間の大幅な削減等
があり、大学の授業が前提としている内容・水準を学習
していない学生が多数入学してきているからです。一方
では高校までの学習内容との重複を避け、他方では学力
低下や大幅に削減された学習内容を考慮しなければなら
ない、いう状況があります。いまや大学の授業はこうし
た学生の置かれた状況から超然とした教育内容や方法を
もってしては成り立たないのではないか、と思います。
　このことは当然、大学の授業の内容や水準を落とせば
いいのか、そうだとすれば高等教育の質保証を放棄する
ことになるのではないか、という問題を浮上させるで
しょう。学問の進展・深化や社会の要求を反映した教育
内容・水準と学生の状況との大きな落差は、簡単には埋
められそうにもありません。別のいい方をすれば、「高
等教育」が幸福にひとつながりに結ばれているのではな
く、「高等」と「教育」とが引き裂かれているといって
もいいでしょう。
　こうしたジレンマは本学のどの学科でも抱えているジ
レンマでしょう。そして、すぐに解決できるジレンマで
もないでしょう。しかし、本学の FD 活動は、こうした
ジレンマを教員が直視し、議論することなしにはありえ
ないのではないかと思われますが、いかがでしょうか。

FD 活動への期待とジレンマの存在FD 活動への期待とジレンマの存在

副学長（教学担当） 横倉　節夫

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 晴光、大学院学務委員会　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　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、梅香家 睦子 ( 以上 6 名 )
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