
1　 教育支援センターの使命と活動

2　 FD・学生支援推進委員会の 2012 年度の FD 活動方針について

　2012 年 4 月に、教育支援センターを開設いたしました。こ
れまでにご尽力いただきました、教員、職員、法人役員の方々に、
改めてお礼申し上げます。
　この教育支援センターは、日本の高等教育そして本学におい
てもユニバーサル化に伴って多様な学生が入学してきている状
況に対して、教育の質保証、向上を使命として開設されました。
本学における教育の質保証を学生一人ひとりの身に即して考え
ると、それは「自立した良識ある市民としての判断力と実践的
能力、国際的感性とコミュニケーション能力を有し、専門的知
識と技能を身に付けた、自ら成長することのできる人材」（神奈
川大学の理念）」として教育し、世に送り出すということになり
ます。教育の質保証は各学部・学科さらに研究科が責任をもっ
て実現すべき使命ですが、教育支援センターもこの大学全体の
使命を2つの独自の活動を通じて実現していくことになります。
　第 1 の独自の活動は、ＦＤ活動です。ＦＤ活動についてはさ
まざまな捉え方がありますが、その中心となるのは「教員の教
育力の向上」です。そして、教員の教育力は何よりもまず講義、
ゼミナール等の日々の授業の中で発揮されることから、その向
上は具体的には授業改善と固く結びついています。もちろん授
業改善には、教員の研究に基づく学識の深化との結合が必要で
すが、それだけでなく、その授業で学生に身に付けてもらうべ
き能力を明確にし、しかも到達目標に向かっての学生の主体的・
自発的な学びを促すことが求められています。これは今日のユ
ニバーサル化の中で重たい課題だといえるでしょう。
　この課題を、教員個々の努力を土台にしながら、学部・学科、
研究科ごとの組織的活動を通じて達成していくことが必要です。

個々の科目が学部・学科、研究科のカリキュ
ラム体系の中に位置づけられている点で、ま
た同僚間の授業改善についての交流や学びあ
いの点からいっても、組織的活動が求められ
ているからです。
　第 2 の独自の活動は、学生支援です。この
学生支援の場として「ＫＵスクエア」を、横浜キャンパス・湘南
ひらつかキャンパスに設けました。ここでの学生支援活動には、
学習に困難をきたしている学生に、基礎的な学力や学習の方法、
習慣を身に付けてもらうための学習支援活動があります。その相
談、指導にあたる学習相談員も配置しました。また、さまざまな
障がいをもつ学生に対する支援、学生ボランティア活動に対する
支援も行います。これらの学生支援活動が、広く学生の主体的・
自発的な学びを促すことに通じていると考えています。
　そして、2 つのこうした独自の活動を結びつけ循環させていく
ことが、教育支援センターの目標となります。しかし、ＦＤ活
動についていえば、昨年度からＦＹＳ，大教室授業での優れた
教員による授業実践に学ぶ交流会や学生による授業アンケート
の組織的活用に手を付け始めていますが、まだ緒についたばか
りの状態です。また、学生支援活動については今年 4 月からの
開始ですので、しばらくの間、試行錯誤の状態が続くと思います。
　しかし、ＦＤ活動や学生支援活動について、教員、職員そして
学生の間に積極的に参加していく気運が生まれつつあることも感
じられます。こうした気運を学部・学科、研究科と教育支援セン
ターが一体となってさらに高め、神奈川大学独自の活動方式を創
造するために、より一層のご協力をお願いする次第です。
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　教育支援センターの発足にともない、全学的 FD 活動は、
2012 年度より、教育支援センターの傘下で行われることにな
り、教育支援センターに設置された FD・学生支援推進委員会
が FD 活動を推進することになりました。これを契機とし、教
職員一同の参画を得て、FD 活動をその揺籃期から発育期へと
全学的に移行させることが、FD・学生支援推進委員会に課せ
られた 2012 年度以降の大きなミッションです。
　FD・学生支援推進委員会は、そのミッションに挑戦する第
一歩として、2012 年 4 月 18 日に開催された第 1 回委員会に
て審議の上、2012 年度の活動方針を決定しましたので、ここ
に報告いたします。2012 年度活動方針の審議にあたっては、
前組織である 2011 年度 FD 全学委員会から本委員会への申し
送り事項を出発点として議論を進め、最終的に以下の活動方針
を定めました。

2012 年度 FD 活動方針

1. FD 活動のさらなる推進のために他組織との横断的な連携を
　 強化します。
  1) 各学部・研究科 FD 委員会との連携
  2) 学修進路支援員会との連携
   　① 教育成果評価の検証システム開発の検討
   　② きめの細かい学修指導等を行うシステム（学生ポートフォ
　　    リオ）の導入検討
   　③ GPA 等を含む厳正な成績評価制度の導入検討
   　④ FYS の FD 活動の推進
  3) メディア教育・情報システム委員会との連携
   　① 授業支援システム（dot Campus）の利用促進
  4) 大学院学務委員会との連携
   　① 大学院学生学習環境満足度調査の組織的活用
2. 教育力向上による教育の質保証を目的として下記の FD 活動
　 に取り組みます。
  1) 授業アンケートの全学的実施と各組織（学部等）による組
　　織的活用の促進
  2) 各組織（学部等）における研究授業の実施検討
  3) 学生参画等による FD 研修会の実施
  4) 新任教員研修会の実施検討
  5) 大教室における双方向型授業やアクティブラーニング等の
　　効果的な大教室授業運営の工夫
  6) TA および SA についての検討
3. 初年次教育（入学前教育課題および FYS 等）の充実のため
　 に下記の FD 活動に取り組みます。
  1) 入学前教育課題の内容の見直し
  2) 教員への研修およびワークショップの実施
  3) FYS 授業実施事例の収集および公開
  4) 高大連携協議会との連携
4. FD 活動に関わる外部研修会およびセミナーを積極的に活用
　 します。
　上記に掲げた四項目の活動方針の中で、第二項目と第三項目
が FD・学生支援推進委員会が主体として取り組む中心的な項

FD・学生支援推進委員会の 2012 年度の FD 活動方針について

目ですが、第二項目と第三項目の小項目の
中からさらに重点項目を選定し、各重点項
目を担当する FD・学生支援推進委員を定め、
重点項目を着実に実行する体制を構築して
います。具体的には、以下の項目を重点項
目としました。

2012 年度重点項目

1. 授業アンケートの組織的活用の推進
　2009 年度に受審した（財）大学基準協会による大学認証評
価において、「授業アンケートは組織的、系統的に利用されて
いないので、これを FD の一環として組織的に活用するよう
に」との助言を受けました。FD 全学委員会は、アンケート結
果の組織的活用を推進することを目的とし、授業アンケートの
2012 年度の実施に向けて 2011 年度に授業アンケートの見直
しを行い、以下の三点の改訂を行いました。すなわち、
① アンケート名称を、「教育改革のための学生による授業ア

ンケート」から「教育改善のための学生による授業アンケー
ト」へと変更した点、

② アンケート結果の組織的な活用の観点から、授業科目につ
いての質問項目を改訂した点、

③ アンケート結果の組織的な活用のため、各組織の要望に応
じて、クロス集計等のデータを加工して出力するようにし
た点、の三点です。

　FD・学生支援推進委員会は、授業改善および教育改善へと
繋がるクロス集計手法につき調査・検討し、これらの手法によっ
てアンケート結果を分析し、その分析結果について報告し、ア
ンケート結果のさらなる組織的活用を推進します。
2. FD 研修会
　本学では 2011 年度に初めて、FD 全学委員会の主催にて、
学生参画型の本学教員による FD 研修会が、「FYS の授業実践
報告」と「大教室での授業実践報告」をテーマとして 2 回行われ、
授業改善および教育改善の観点から極めて有意義かつ貴重な研
修機会が提供されました。FD・学生支援推進委員会は、2012
年度は、とくに以下の三つのテーマを取りあげ、
① 「FYS の授業実践とその改善」（学修進路支援員会との共催を予定）

② 「大教室での優れた授業実践」
③ 「授業支援システム（dot Campus）を活用した授業実践」
　　（メディア教育・情報システム委員会との共催を予定）
前年度に引き続き、「学生参画型の本学教員による FD 研修会」
を開催します。できるだけ多くの教職員が参加されるよう、
お願いいたします。

教育支援センター　副所長（FD 担当）　齊藤　隆弘



3

　神奈川新聞 2012 年 6 月 4 日号に「面倒見のよい大学」と
のタイトル記事の下に本学のＫＵスクエアが紹介された。「周
囲に馴染めない、授業についていけないなど、新生活に悩む
大学 1 年生を支援しようと、県内の大学が力を入れている。
かつての放任主義は一変。先輩学生が常駐する相談窓口を設
け、・・窓口には大学職員だけでなく、学生ボランティアが座
る。・・英語や数学、文章表現を基礎から教える窓口も併設さ
れている。」（同記事より抜粋）
　米国に遅れること 20 余年、わが国の大学教育は、いま D．
リースマン『高等教育論』にいう「教授団支配」から「学生
消費者主義」の時代へと移行しつつある。そこでは、「教授団
に代わって消費者としての学生が高等教育の主導権を握るよ
うになる・・大学における教授団の影響力が、次第に市場支
配力を持ち始めた新しい学生集団にとって代わられるように
なる・・また、大学は大衆化され、かつてのような一部の向
学心に燃えたエリートの学び舎ではなくなるのである。」
　大学教員は、当然のこととしてかかる状況の到来を予知し
ていたが、そうした時代の到来が教育現場にどのような具体
的状況をもたらすのか、必ずしもわかっていなかったように
思われる。冒頭に紹介した記事内容は、まさに大学新時代の
到来が教育現場にもたらす具体的かつ象徴的描写である。伝
統的大学観の下では、「周囲に馴染めない、授業についていけ
ない学生は自助努力を求められ、努力が足らなければ落第す
るか、退学するしかなかった」。大学は最高学府であって、そ
こに学ぶ者は行動と結果において高水準の自己責任を求めら
れ、それは至極当然のことであるとされた。かかる理解の下
に大学システムは機能して来たのである。大学が、授業につ
いていけない学生のために専門部署を設け、懇切丁寧に対応
するなど、かつてはあり得ないことであった。それが、いま
や変わりつつある。本学に新設されたＫＵスクエアは、正に
その象徴的存在である。
　かかる状況下にあって、われわれ大学教員はいかにあるべ
きか。少なくとも、大学、高等教育、教授法、そして学生（の
資質と学力）についての伝統的観念を転換しなければならな
いだろう。もっとも、そうすることは、必ずしも「大学が市
場原理の下に屈し学問研究と教授会自治を売り渡す」ことを

意味することにはならない。そのように考え
たのでは、新たな大学像は生まれないし、教
授団と学生の双方にとって不毛な帰結しか得
られない。
　以下の通り考えるのである。まず、学生は
教育サービスという製品を購入する消費者

（顧客）であり、「製品としての教育サービスが対価（授業料）
に値する品質を備えているかを問う存在である」と理解する
ことから開始するのである。しかも、そこに言う消費者とし
ての学生は、多様な資質と多様な学力を備えたものたちであ
り、必ずしも自律的勉学姿勢を有しているとはいえない一般
大衆型学生である。かかる状況下において、第一義におかれ
なければならないテーゼとは「学生顧客満足である」。求めら
れるのは、大学教員一人ひとりによる懇切丁寧な教育指導で
ある。それは、学生迎合的である必要はないし、教育理念を
引き下げる必要もない。教員は自らの経験と教育理念に基づ
いて指導すればよいのである。重要なことは、より多くの時
間を教育指導に費やすことであり、よりわかり易い講義・授
業へと工夫を凝らすことである。あるいは、熱心なゼミナー
ル指導をなすことである。まさに教員各位による自発的ＦＤ
活動の実践である。かくして、そこに“学生顧客満足”が達
成されることになろう。
　話を戻そう。ＫＵスクエアは、さらに奥深く丁寧な学生指
導と学生支援の場である。既存の部署や制度の下では対応で
きない、または伝統的大学システムから抜け落ちてしまう部
分に潜在する学生たちへの指導と支援の場なのである。明ら
かなことは、「いつでも訪ね、何でも尋ねることができるＡＳ
Ｋカウンター」がキー・ワードである。
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教育支援センター　副所長（KU スクエア担当）　上沼　克德

“面倒見のよい大学”が意味するもの

横浜キャンパス 1 号館「KU スクエア」 湘南ひらつかキャンパス 8 号館「KU スクエア」
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　教育支援センターでは、「学生支援活動を通じて得た学生

実態に関する知見や経験を、ＦＤ活動に還流させ、教育力

向上を図ること」を目的に学生支援のためのスペース「Ｋ

Ｕスクエア」を 2012 年 4 月、横浜及び湘南ひらつか両キャ

ンパスにオープンさせた。

　この「ＫＵスクエア」には、相談受付コーナーをはじめ

として横浜・湘南ひらつかの二つのキャンパスを中継する

テレビ会議システム、学生がプレゼンテーションやグルー

プ学習できるコーナーや自由に憩えるコーナーを備えてい

る。ここでは、学生や教育支援センターが主催する学生生活・

学習支援に関する各種セミナーなども開催する予定にして

いる。

　「ＫＵスクエア」は、学生の総合相談窓口ではあるが、す

べての相談について一貫した対応を行うのではなく、従来

の各部署の学生対応窓口とも個別面談システム等を活用し

て連携し、各窓口を有効的に機能させる役割を担う。ここ

では、｢ＫＵスクエア｣ における学生支援について紹介する。

学生のための総合相談窓口「KU スクエア」 —共に学び、成長する場—

１．新入生なんでも相談窓口アスクカウンター

　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、

「新入生の不安や悩みを先輩学生の経験と視点から解消し、

新入生がよりよい大学生活をスタートできるようサポート

すること」を目的に「新入生なんでも相談窓口アスクカウ

ンター」が開設された。

　この企画は、学生サークル「ジンダイイノベーション」

(2011 年 4 月設立 ) の呼びかけに賛同した学生有志のボラ

ンティアにより昨年度から運営されている。今年度は、「Ｋ

Ｕスクエア」内に相談コーナーを設置することができたこ

とにより、昨年度と比較して非常に多くの新入生が先輩学

生による履修相談、クラブ・サークル紹介、施設案内等に

訪れた。

　このアスクカウンターは、新入生のためだけでなく、相

談に応じる上級生も「新入生の質問をしっかりと傾聴し、

親身になって丁寧に教え、積極的に課題解消に向けて取り

組むこと」により、コミュニケーション能力向上等の自身

の成長を実感し、本学への帰属意識の醸成にも繋がった。

　今後の課題としては、日常的なピア・サポート／ピア・

エデュケーション（学生相互の助け合い／学びあい）体制

をどのように整えていくかが求められている。

教育支援センター「KU スクエア」他部署との連携体制

横浜キャンパス「ＫＵスクエア」

湘南ひらつかキャンパス「ＫＵスクエア」

　【新入生なんでも相談窓口アスクカウンター概要】

　開設期間：4 月 2 日 ( 月 ) ～ 4 月 27 日 ( 金 )
　開設時間：10：30 ～ 16：30
　協力学生：〔横浜〕64 名　〔湘南ひらつか〕 31 名
　相談学生：〔横浜〕約 400 名
　　　　　　〔湘南ひらつか〕約 200 名
　　　　　   ※昨年度〔横浜〕約 80 名〔湘南ひらつか〕約 50 名

( 延べ人数 )



2012 年 4 ～ 6 月期「KU スクエア」学習相談活動実績 集計

※但し 6 月は 25 日まで
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２．学習相談員による個別相談

　18 歳人口の減少、大学入試の多様化など高等教育がユニ

バーサル段階に達したことにより、本学新入生の基礎学力

の状況は、学生間でかなりの格差 ( バラツキ ) が生じている。

「ＫＵスクエア」では、大学における学びのスタイルへの転

換が困難な学生や、大学において自己の潜在能力や適性を

活かす機会や熱心に取り組むべき対象に恵まれていない学

生からの学習相談を受付けている。対象科目は、大学での

学修の基礎となる英語、数学、国語 ( 主に文章表現力 ) とし、

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 ) がその対応に当っている。

　さらに、この学習相談の取り組みを初年次教育や就職

活動指導（SPI・エントリシート対策）等と連動させるた

めにＦＹＳ授業担当者、非常勤講師及び就職課への取り

組みの紹介を行った。また、一部の学部において実施し

ている情報交換会や研修会に学習相談員が積極的に参加

している（理学部入門科目担当の非常勤講師との情報交

換会〔数学〕、経済学部ＦＹＳ担当者 ｢日本語ライティン

グ｣ 研修会〔国語〕）。

5

　2012 年 4-6 月の学習相談活動実績集計をみると、相談

者の年次は、1 年次生が一番多いが、就職を控えた 4 年次

生も多少いる。また、相談者数及び相談件数 ( 延べ ) をみ

ると、横浜キャンパスが湘南ひらつかキャンパスを大きく

上回っており、科目別では、数学、英語、国語の順になっ

ている。特に国語については、潜在的には文章表現力に課

題を抱えている学生が少なくないと考えられるため、今後

の経過を確認して対策を講じる必要がある。

　この学習相談の実績（相談件数、質問及び指導内容等の

集計）に基づき、大学における学修に適応できる基礎学力

の確保のため、また高等学校の新学習指導要領と大学改革

（ＦＤ活動）等の課題解決に向けて、これからの知見や経験

を FD 活動や高大連携活動に還流させることが今後の課題

となっている。

 

横浜キャンパス「新入生なんでも相談窓口アスクカウンター」 理学部入門科目担当の非常勤講師との情報交換会

【学習相談員】左から、数学担当（筒井先生、榎本先生）英語担当（川口先生）
 国語担当（伊東先生、兵頭先生）
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３．学生ボランティア活動支援

　これまで取扱部署が不明確であった「学生ボランティア

活動支援」を教育支援センターが担当することとなった。

具体的な取り組みは、現在のところ横浜キャンパス 19 号

館にある学生主体で運営されている「ボランティア支援室」

や「その他学生ボランティアサークル」の活動支援が中心

となっている。

　7 月上旬には、夏季休業期間中ボランティア活動を紹

介するための「ボランティア説明会」が予定されており、

その開催前にボランティア支援室学生スタッフによる「ボ

ランティア・コーディネーター研修会」を教育支援セン

ターが企画した。これは、公益財団法人 ｢よこはまユー

ス（横浜市青少年育成センター）｣ の職員を招いて今後の

運営方法及び連携体制等についてご指導いただいたもの

である。

　本学の「KU“東北”ボランティア駅伝」をはじめとす

る学生ボランティアは、大学における正課教育の他のもう

ひとつの正課外教育に位置づけられ、学生の気づきや学び、

自身の成長に繋がる重要な活動であるため教育支援セン

ターが学内外のボランティア関連団体の窓口の役割を果た

していくことになる。

4．障がいのある学生への教育支援

　学生ボランティア活動支援と同様に取扱部署の不明確で

あった「障がいのある学生への教育支援」を教育支援セン

ターが担当することとなった。障がいのある学生支援は、

これまで学長室が中心となり、入試センター、健康科学ス

ポーツ支援部健康管理課（保健室）、学修進路支援部第一部

（教務）及び学生生活支援部との連携の下に、各学部学科と

協議して受験及び授業受講の特別措置等を講じてきた。「障

がい者支援ワーキング・グループ (2011 年 )」からの答申

等を踏まえ、教育支援センターでは、以下のとおり障がい

のある学生支援を行っている。

（1）肢体不自由のある学生支援
　本学の横浜・湘南ひらつか両キャンパスにおいて、車

椅子を利用している学生がそれぞれ数名在籍している。

これら学生のうち、特別な支援を必要とする学生に対し

て、昨年度、教室移動及びトイレ介助等を支援する学生

有志のボランティアを募集して対応してきた。教育支援セ

ンターでは、この支援体制を引き継ぎ、職員によるボラ

ンティア学生との情報交換、各キャンパスのバリアフリー

（教室間の移動等）状況の検証を行った。

（2）聴覚障がいのある学生支援
　湘南ひらつかキャンパスに高度難聴の聴覚障がいのある

学生が入学し、学生本人及び保証人から特別支援を求めら

れた。

　教育支援センターでは、学部学科及び学修進路支援部第

一部 ( 教務 ) と連携し、当該学生の履修科目を担当する教

員に対して、レジュメ及び資料の事前提供等の授業運営の

教育的配慮を求めるとともに、大学院生（ＴＡ）及び同科

目を履修している ( した ) 学生の有志のボランティアを募

集した。学生ボランティアは、授業時間に隣席に着席し、

授業内容の伝達やメモ作成を行う教育支援を行っている。

　今後は、これまでの支援状況を踏まえ、定期試験の特別

措置等の対応が必要になっている。

ボランティア説明会のポスター（ボランティア支援室） 車椅子用スロープの検証（湘南ひらつかキャンパス）

ボランティア・コーディネーター研修会
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（3）発達障がいのある学生支援
　近年、初等中等教育において発達障がいのある児童・

生徒への支援が組織的に展開されるようになり、大学生

の中でも発達障がいの診断を受けた者や疑いのある者が

増加傾向にある。さらに「発達障害者支援法 (2005 年施

行 )」により、大学での適切な教育的配慮が求められるよ

うになった。

　本学においても、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（Ａ

ＤＨＤ）、高機能自閉症 ( アスペルガー症候群 ) 等の発達障

がいを抱える学生がみられ、これまで健康科学スポーツ支

援部健康管理課（保健室）や学生相談室を中心に相談や対

応を行ってきた。

　今年度教育支援センターが設置されると同時に、これら

障がいを抱える学生及び保証人から具体的に教育支援や

配慮を求められるようになった。教育支援センターでは、

各学部及び関連部署との連携を図り、日常的・継続的に

教育支援 ( 履修登録、教科書の購入、学習相談等 ) を行っ

ている。

　発達障がいの学生の症状は多様かつ複雑であり、どの程

度まで教育的配慮を行うべきかの判断が難しいため、関連

部署との定期的なミーティングによる綿密な計画の下、教

育支援していく必要がある。同時に、本学教職員及び学生

全員が、発達障がい学生のことを理解した上で対応する必

要がある。教育支援センターでは、「発達障がい」の理解を

深める講演会や研修会を関連部署と連携して開催する予定

にしている。
（教育支援センター 旭）

横浜キャンパス「ＫＵスクエア」　相談コーナー ･ 学習相談室

●横浜キャンパス「KU スクエア」
開室時間：月曜日～金曜日　10：00 ～ 18：00
〒 221-8686 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 3-27-1
Tel. 045-481-5661（代）内線 2160

●湘南ひらつかキャンパス「KU スクエア」
開室時間：月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00
〒 259-1293 神奈川県平塚土屋 2946
Tel. 0463-59-4111（代）内線 6600



　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。 

編集・発行 / 神奈川大学　FD・学生支援推進委員会　〒 221-8686 横浜市神奈川区六角橋 3-27-1　TEL.045-481-5661（代）

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・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

〔委 員〕
委員長  横倉 節夫、副委員長  齊藤 隆弘、副委員長  上沼 克德、法学部  柴田 直子、経済学部  鳴瀬 成洋、経営学部  海老澤 栄一、外国語学部  久保野 雅史、
人間科学部  杉山 崇、理学部  川東 健、工学部  朝倉 史明、学修進路支援委員会  石黒 敏明、学生生活支援委員会  嘉藤 亮、メディア教育 ･ 情報システム
委員会  松本 安生、 入試管理委員会  渡邉 良男、 大学院学務委員会  鶴藤 倫道、 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 )  木内 由美子、 学生生活支援部  古川 昌博、 情報システム推進部  金丸 壽男、 入試センター  福元 摩湖 ( 以上 5 名 )

〔事務局〕
教育支援センター課長  旭 馨、 教育支援センター調査役  沼倉 実、 教育支援センター課長補佐  原田 千栄美、 教育支援センター  梅香家 睦子、 樽山 翔太 ( 以上 5 名 )

2012 年度ＦＤ全学委員会委員

教育支援センター／ http://www.kanagawa-u.ac.jp/fd/
学内外に本学のＦＤ活動や取り組みをお知らせしています。教職員専用サ
イト ( 認証評価・ＦＤ活動）にもリンクしています。

ＫＵスクエア（在学生用）／ http://sp.kanagawa-u.ac.jp/kusquare/
“ＫＵスクエア”は人と人、あるいは情報をつなぎ新たな出会いや発見を生
み出すコミュニケーションの広場です。

●活動理念
●規程・実施体制
●教育改善（ＦＤ）活動
●学生支援活動
●ＦＤニュースレター

Contents
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●学生支援活動
●施設のご紹介
●お問い合わせ
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教育支援センター「ＫＵスクエア」の
ホームページが完成しました！

ＫＵスクエアMAP
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