
2012 年から米国の大学を中心にムークが開

校され、世界中で受講生が急激に増加して

います。2013 年 4 月の時点で、世界中の

受講生は 500 万人超と言われています。

　現在、代表的なムークには、エデックス

（edX）＊1 やコーセラ（Coursera）＊2 等があ

り、この中でコーセラは同名のベンチャー企業が 2012 年 4 月

に立ち上げたもので、世界中の多数の大学が参加する最大規

模のムークで、現時点で 450 万人超の受講生を集めています。

ムークへの参加は当初米国の大学が中心でしたが、その後世界

各地の大学が参加を表明しています。わが国からは、東京大学

が 2013 年秋からコーセラに参加します。また、京都大学は、

エデックスに 2014 年春から参加すると表明しています。おそ

らく、近い将来、ムークの受講生は、数千万人、数億人の規模

へと増え続けるでしょう。しかも、ムークの受講生は、大学進

学を目指す者、大学生、大学院生、社会人等、多岐に亘ってい

ます。新しい仕事へのチャレンジに必要なスキルを身につける

ため、戦略的にムークを利用する社会人が増加しているとのこ

とです。今まさに、大学教育の世界に、15 世紀の活版印刷術

の発明がもたらしたのと同じ規模の大変革が、ICT の社会化に

よって起きようとしています。学ぶ動機と意欲、そして基礎的

な学力があれば、いつどこにいても、世界中の優れた教員から

教えを受け、自分を磨くことができる時代、学習者にとって理

想的な学習環境が整えられた時代が到来したということです。

このような時代にあって、大学教育、本学の教育は何を目指す
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　教育支援センターは、その発足から 1 年半が経過し、横倉前

所長のご尽力、教職員、学生、学習相談員の協働によりその活

動基盤が整えられ、事業の二本柱である FD と学生支援に着実

に成果を上げつつあります。その具体的な内容は、FD News 

Letter に掲載された報告をご参照ください。小職は、本年 4 月

に横倉前所長から所長職を引き継ぎ、今後本センターの活動を、

10 年後、20 年後の世界を見据え、新しいものへと展開してゆ

く所存です。皆様のご協力をお願いいたします。本稿では、本

センターの事業の新たな展開を構想する上で、近未来の大学教

育について日頃思い巡らしていることを簡単に述べさせていた

だきます。

　ムーク（MOOC）という言葉をご存知でしょうか。これは、

Massive Open Online Courses の略称で、WEB 上で公開され

世界中どこからでも無料で受講できる WEB 講義のことです。

WEB 講義は主に米国の大学が提供しており、受講生は WEB

上の講義映像を視聴するだけでなく、受講生と大学の間の双方

向性コミュニケーションが可能で、宿題や試験によって所定の

水準に達していると認められると大学から修了証が発行されま

す。米国の大学は、早くから教材のオンライン化に取り組んで

おり、かつては教材を売るビジネスの観点からこの活動が位置

づけられていました。しかし、2001 年にマサチューセツ工科

大学が一部の講義の映像を WEB 上での無料公開することに踏

み出し、優れた講義の映像の無料公開が優秀な入学者の獲得に

繋がるという目に見える成果が得られ、またその後のタブレッ

ト型モバイル情報端末の普及という ICT 環境の激変もあり、
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のでしょうか。

　これまで大学教育は、教室における座学による専門知識の教

授を中心として行われてきました。このような伝統的な教育形

態はムークの普及によって、そう遠くない将来に過去の遺物と

して駆逐されてしまうかも知れません。そのような中で、米国

の大学では、ムークで公開されている他大学の著名な教員によ

る優れた講座を積極的に活用する新しい授業の試みがなされ、

成功を収めています。その一つに反転授業というものがありま

す。これは、学生に、授業の事前学習としてムークの講座の指

定された講義映像を見て学んでおくよう指示し、教室では教員

の指導の下に問題演習や討論を行い、理解を深めるというもの

です。今後、大学教育の先端を走る米国の大学から数多くの新

しい成功事例が報告されることでしょう。

　大学教育の変革は、授業の形態のみならず、教育の目標にも

求められるでしょう。大学教育には、専門知識の教授よりももっ

と根本的な教育が求められるのではないでしょうか。基礎的な

学力を備え、生涯に亘って学ぶ動機と意欲を持ち続け、学びの

プロセスとその達成を体得した学習者の育成が求められるので

はないでしょうか。いわゆるジェネリックな能力としての学ぶ

力、とりわけ学びの主体性、自律性、自発性の涵養が重視され

る訳です。こういった根本的な教育のためには、学生の主体性

や自発性を引き出す授業として能動型学習やプロジェクト型学

習が有効であることが、米国では周知の事実とされています。

本学でも、このような観点から新しい試みが行われており、本

年秋に開催される FD 研修会で事例紹介が行われる予定です。

　望ましい教員像にも大きな変革が求められるでしょう。教員

には、これまで通り教育と研究が求められることは当然として、

とりわけ教育力が最も重要なものとされるでしょう。ムークの

時代の優れた教員とは、どのような教員でしょうか。ムークに

優れた講座を提供して世界中の多くの受講生を集めるスター教

員、ムークを利用した新しい効果的な授業スタイルを開発して

実践する意欲的な教員、学生を主体的な学びへと誘う指導力に

溢れた情熱的な教員、等々。これらの教員は、まさに大学の宝

であり、このような宝を積むことこそ、FD の真の目的である

と考えています。

＊1  https://www.edx.org/ , ＊2  https://www.coursera.org/

2013年度 FD・学生支援推進委員会の活動について

　FD・学生支援推進委員会では、教員の教育改善を組織的に

支援する FD 活動の充実並びに、その FD 活動との連携のもと

に本学学生の大学での学習及び生活への円滑な適応を支援す

る活動を行うことを目的として 2013 年度の活動方針を定め

ました。

　なお、授業アンケート及び FD 研修会を担当する FD・学生

支援推進委員を定め、重点項目を実行する体制を整えました。

　　　FD 活動

１．FD 活動のさらなる推進のための他組織（委員会等）との
　　横断的連携強化

（１）各学部・研究科 FD 活動の促進

（２）共通教養教育推進委員会との連携

　　① FYS 基本方針の見直し

　　②共通教養教育推進委員会の FD 活動との連携

（３）学修進路支援委員会との連携

　　①教育成果（アウトカム）評価の検証システム開発の検討

　　②きめ細かい学修指導等を行うシステムの導入検討

　　③ GPA 等を含む厳正な成績評価制度の導入検討

（４）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（dotCampus）の利用促進

　　②ｅポートフォリオシステム導入と利用可能性の検討

（５）大学院学務委員会との連携

　　①大学院学習環境満足度学生意識調査の組織的活用

（６）高大連携協議会との連携

２．教育力向上による教育の質保証

（１）2014 年度授業アンケートの内容 , 分析方法 , 実施形態の

　　 検討及び各組織（学部等）による活用の促進

（２）学生参画等による FD 活動の推進

（３）各種研修会の実施検討

　　  FYS、主体的な学び（ポートフォリオ、グループワーク）

（４）学生の主体的な学びを促す授業運営の工夫

（５）ティーチング・アシスタントにおける業務範囲の再検討

　　 及びスチューデント・アシスタント（教育活動を補助する

　　 学部生）制度化の検討

（６）入学前教育課題の見直し

３．FD 活動に関わる外部研修会及びセミナーの積極的活用

　　　学生支援活動

１．学生の日常的・継続的な学習相談

（１）学習相談の充実

（２）各学部・学科等との連携

２．ピア・サポート（学生相互の助け合い）及び

　　ピア・エデュケーション（学びあい）の運営

３．障がいのある学生への支援

４．学生ボランティア活動の支援及び推進

５．学内構成員への啓発活動
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2012 年度教育改善のための学生による授業アンケート

　本学では、2002 年度以降、授業に関する学生によるアン

ケートが、全学的に隔年で実施されてきました。まず、これ

までの経緯を簡単に記します。

　当初は、自己点検・評価全学委員会の下で、全学的な「授

業評価アンケート」が実施されていました。その後、2007

年と 2008 年に、大学院設置基準と大学設置基準が相次いで

改正され、その中で「FD」が義務化されたのを受け、2008

年 10 月に FD 全学委員会が発足し、それに伴い 2009 年度か

ら「授業評価アンケート」が自己点検・評価全学委員から FD

全学委員会へと業務移管されました。さらに、2012 年度に

教育支援センターが開設され、「FD」に関する業務は教育支

援センターが担うことになり、それまでの FD 全学委員会の

活動は、教育支援センターの運営組織体である FD・学生支援

推進委員会に継承されました。

　この間、2009 年度に、本学は、（財）大学基準協会による

大学認証評価を受審し、適合の判定を受けましたが、その「大

学評価結果」で、授業評価アンケートに関する下記の助言を

受けました。すなわち、『授業評価アンケートは全学部で同一

の様式で実施されているが、隔年実施である。また、授業評

価アンケートの結果の活用が教員個人の授業改善にとどまり、

学部・学科全体での授業改善の資料として、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

されることが望まれる』という助言です。

　この助言に対応するため、2010 年度に実施した前回のア

ンケートでは、その目的を「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」とし、その名称が「教

育改革のための学生による授業評価アンケート」から「教育

改革のための学生による授業アンケート」へと改められ、ま

た全学共通の質問項目の改訂が行われました。さらに、アン

ケート結果の組織的活用を促すための方策として、アンケー

ト結果を公開することについての同意が求められ、公開され

るデータの範囲が拡大されました。また、組織的活用の事例

が各教育実施組織に提示されました。

　本委員会では、前回の 2010 年度授業アンケート結果の各

教育実施組織による組織的活用に関する改善計画・実施状況

を集約し、その取り組みの共有化を図るとともに、授業アン

ケートのあり方について、点検評価を行い、その結果として、

今回のアンケートでは以下のような改訂を行いました。すな

わち、

① その目的を、「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」こととし、

より明確にし、

② この目的に合わせ、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」へと改め、

③ アンケート設問項目については、前回の授業アンケートの

質問項目「（授業満足度）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」を「（履修充足度）こ

の授業を履修して良かったと思いますか」へと変え、また一

部の設問項目では選択肢を設定し、各選択肢によるクロス集

計や詳細な統計分析ができるように設計し、

④ アンケート結果の各教育実施組織による教育改善への組織

的活用を促すため、各教育実施組織からのクロス集計や統計

分析の要望を募り、本委員会がその結果を各教育実施組織に

提供することとしました。

　なお、P.6 には、全学のアンケート結果についての統計分

析結果が示されています。主成分分析結果では、質問項目空

間において授業運営に関する項目が第 1 主成分、学生の学修

姿勢に関する項目が第 2 主成分を構成しており、設問項目の

設計意図と合致した統計データが得られています。また、「履

修充足度」を目的変数とした重回帰分析結果では、「履修充足

度」の向上への寄与が最も高い項目は、「授業の到達目標の明

確化」と「事前・事後の課題の指示」であり、「授業の難易度」

は意外にもこれらよりも低い寄与という結果でした。

　各教育実施組織におかれましては、今回のアンケート結果

を今後の教育改善に活用されるようお願いいたします。具体

的には、FD 研修会の開催、研究授業の実施、カリキュラムの

体系性と順次性の適切性の点検評価、シラバスの記載内容の

充実等の種々の教育改善活動のための基礎資料としてご活用

ください。本委員会は、今後とも、アンケート結果の各教育

実施組織による教育改善への組織的活用の状況を集約し、FD

研修会等を通して教育改善に関する情報の共有化を進め、本

学の教育改善活動の継続的な活性化に取り組みます。皆様方

のご協力を、お願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　FD・学生支援推進委員会委員長
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調査結果

Ⅰ . 全学組織別集計結果表

 「FYS 用」

（1）学生自身の授業態度　全 5 項目（多項選択・択一回答）

（2）当該授業科目の評価　全 7 項目（多項選択・5 段階評価）

（3）良かった点や改善点（自由記述）  

5. 実施機関

　学修進路支援委員会の協力のもと、ＦＤ・学生支援推進委員

会が実施にあたる。

6．結果の公表

(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」等で公表する。

7. 実施時期

（1）前期開講科目・通年科目

　　実施日：2012 年 7 月 10 日（火）～ 2012 年 7 月 16 日（月）

（2）後期開講科目・通年科目

　　実施日：2013 年 1 月 5 日（土）～ 2013 年 1 月 11 日（金）

１．調査目的

　本アンケートは、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

(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

(1) 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。

(2)「講義・演習用」と「FYS 用」のアンケート用紙を別に作成する。

４. 調査項目の構成

　調査項目の構成は、以下のとおりとした。

「講義・演習用」

（1）基本調査項目　全 2 項目（多項選択）  

　（2）あなた自身について　全 6 項目（多項選択）  

　（3）授業科目について　全 8 項目（多項選択・自由記述） 

　（4）学部・学科独自設問　全 2 項目（多項選択）  

調査概要
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■ 平均値レーダーチャート

 Ⅱ - 2　履修動機Ⅱ -1　シラバス事前確認

Ⅱ . あなた自身について

Ⅱ - ６　授業難易度

Ⅱ - ３ 出席率

Ⅱ - ５　学生マナーの順守Ⅱ - ４　週平均の予習・復習時間

■ この授業で良かったこと

■ 授業で役立ったもの

Ⅲ . 授業科目について
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主成分分析・重回帰分析より（前期）

Ａ．主成分分析

Ｂ．重回帰分析（Ⅱ-7 履修充足度を目的変数とした）

主成分分析・重回帰分析より（後期）

Ａ．主成分分析

Ｂ．重回帰分析（Ⅱ-7 履修充足度を目的変数とした）



2013 年 4～7 月期「KU スクエア」学習相談活動実績 集計

※ 2013 年度は 7 月 24 現在

横浜キャンパス 湘南ひらつかキャンパス

　　学習相談員による個別相談と学習セミナー
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「ＫＵスクエア」活動報告

　2012 年 4 月、横浜及び湘南ひらつか両キャンパスに
オープンした学生支援のためのスペース「ＫＵスクエア」
では、学生主催のイベントや、専任職員による相談、学
習相談やセミナーなど、日々さまざまな用途で利用され
ている。
　2 年目に入った 2013 年度前半のＫＵスクエアの主な
活動を報告する。

●個別相談
　KU スクエアでは昨年度より、大学での学修に必要な
基礎学力不足を補うための学習相談を実施している。
　英語、数学、国語 ( 主に文章表現力 ) について学習指導
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。
　今年度の主な改善点は、以下の２点である。
１．昨年度は横浜、湘南ひらつか両キャンパスを兼任して
　いた英語の担当を１名増員し、各キャンパス毎の専従に
　したことにより、両キャンパスで英語の相談日を一日増
　やした。
２．横浜キャンパスの数学の相談日を一日増やした。この
　効果は学習相談の実績にも現れている。
　2013 年 4-7 月の学習相談活動実績集計をみると、相
談件数は、1 年次が一番多く、次いで２年次の順になっ
ている。１から３年次の相談件数は、昨年に比べて飛躍
的に伸びが見られることから、新入生への学習相談の認
知度が確実に上がっていること、および昨年度、１．２年
次で学習相談を利用した学生が今年度も継続的に学習相
談を利用していることが要因となっている。
　この現象の核となっているのが、工学部・理学部にお
ける１から３年次の数学の相談件数の伸びと、理学部の
２年次の全教科の相談件数の伸び及び経営学部、理学部
３年次の国語の相談件数の伸び（前年度比）である。

　しかし、相談者数を見ると、昨年度と大きな変化は見
られないことから、リピーターの存在が窺える。



学習セミナー「英語で体験する日本の文化　茶の湯」（横浜）

学習セミナー「SPI 対策」（ひらつか）

障がいのある学生、その他支援の必要な学生への対応

　参加した学生の感想（アンケートより）
●海外で日本の文化として“茶の湯”を紹介したいと思った。
●自分はあまり文章が書けないと感じていたが、今回のセミ

  ナーを受けたことで自信がついた。
● SPI の得意・不得意な問題を見分けることができたので、   

  苦手な部分を重点的に取り組んでいきたいと思った。
●基礎から教えていただき、解ける問題がだいぶ増えたので 

  この講義を受けて良かった。
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●学習セミナー
　教育支援センターは、KU スクエアでの学習相談をよ
り多くの学生に知ってもらう必要性を感じ、前期末に『学
習相談員による学習セミナー』と題して、個別のテーマ
を取り上げたセミナーを開催した。
　「英語で体験する日本の文化　茶の湯」（横浜　英語）
　「SPI 試験苦手克服数学」（横浜　数学）
　「文章作成力アップセミナー」（横浜　国語）
　「英語リスニング UP　耳慣らし、口慣らし」（ひらつか　英語）
　「SPI 対策」（ひらつか　数学）
　各セミナーとも、普段の学習相談に訪れる学生とは別
の層の学生が多く参加したことから、後期の個別学習相
談の利用に繋がる学生が多くなることが期待される。

●その他の取り組み
　昨年度に引き続き、学習相談員と教職員による情報交換
会を開催し、相談を利用する学生の特性や問題点等が話し
合われた。
　さらに、高校から大学に入学する際の接続教育の問題に
ついて元高等学校教諭の学習相談員から聞くことができた。

　今後は、学習相談の実績や、大学入学時に生じる学力の
問題などを分析し、大学での学修に適応できる基礎学力を
身に付けられるような、効果的な入学前教育、及び初年次
教育を提供することに力を注いでいくこととなろう。

　教育支援センターでは障がいのある学生支援を昨年度
から行っている。
　入試センター、健康科学スポーツ支援部健康管理課（保
健管理センター）、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入
学試験及び授業受講や定期試験受験の特別措置等を講じ
ている。

●今年度の障がい学生支援の特徴
１．支援対象学生の増加

【支援対象の学生数】　
（横浜、湘南ひらつかキャンパス合計　６月下旬時点での集計）

2012 年度 ･･･5 名　　　2013 年度 ･･･27 名
　入学試験時に特別措置を行った学生への継続的な支援
や、健康診断の受診により支援が必要との判断がなされ
た学生への支援など、関連部署との連携により、支援対
象者が増加している。

２．発達障がいの学生からの相談件数の増加
　支援対象学生の増加の一つの大きな傾向として見られ
るのが、「発達障がい」を抱える学生からの相談の増加で
ある。
　また、人数の増加に加え、特に発達障がいの場合はそ
れぞれの特性も大きく異なるため、必要な支援も異なる。
　教育支援センターでは各学生の障がいや求めに沿った
支援ができるように努めている。

●継続的に行われている学生支援
　増加している発達障がい学生への支援の他に、教育支
援センターでは、以下の学生への支援を継続的に行って
いる。

（1）肢体不自由のある学生支援
　学生有志のボランティアによる教室移動及びトイレ介
助等の支援が行われている。
　また、筆記が困難な学生に関し、授業担当教員への配慮
依頼や、定期試験時の特別措置などの支援を行っている。

（2）聴覚障がいのある学生支援
　当該学生の履修科目を担当する教員に対して、レジュ



横浜キャンパス「ＫＵスクエア」相談コーナー ･ 学習相談室

パソコンテイクの試み

その他の活動
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メ及び資料の事前提供等の教育的配慮を求めるとともに、
学生有志ボランティアによる授業内容の伝達やメモ作成
等の支援を行っている。また、　聴覚障がいのある学生と
サポート学生との懇談会において、サポート学生がパソ
コンテイク用ソフト IPtalk を使用し発言内容をリアルタ
イムにそのまま伝えることを試みた。
　ソフトにはよく使う単語など事前登録する機能もあり
馴染みやすいこと、パソコンテイクがより多くの情報を
伝えられる手段であることから、今後の支援に取り入れ
ることを視野に入れている。

(3) 他の身体障がい、長期の治療が必要な病気や怪我、
　　メンタル面の不調を抱える学生への支援
　授業や定期試験に関する具体的な支援の他に、日々の
細かな相談事への対応、気軽に立ち寄れる場所としての
役割を KU スクエアが果たしている。

　教育支援センタースタッフは障がい学生の特性、その
支援に関する情報収集や知識の向上を目指し、各種研修

などに積極的に参加している。

●その他の取り組み
課長職研修会「障がい学生支援について」
　8 月 5 日 ( 月 ) 課長会議夏季研修会にて教育支援セン
ターが行っている障がいのある学生に対する支援状況に
ついて報告した。本研修会は、増加する障がいのある学
生に対して急務となっている受入体制や修学支援の整備
のための共通認識を事務局部署間で持つことを目的に行
われた。
　その他には、保健管理センターの江花昭一学校医から

「『自閉症スペクトラム』－学生の理解と支援－」と題し
て発達障がい学生の理解を促す講演がなされたのをはじ
めとして、入試センター及び健康管理課からそれぞれ障
がいのある学生の受入体制及び実情について報告された。

１．新入生なんでも相談窓口アスクカウンター
　◆運営：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
　◆目的：新入生の不安や悩みに先輩学生が自らの経験
　と視点からアドバイスし、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
　◆相談内容：
　・履修、学修関連
　・学内施設の場所や利用方法
　・アルバイト、サークルなどと学修のバランス
　・交友関係
　・通学に関すること（特に湘南ひらつかキャンパス）
　

　【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１日 ( 月 ) ～ 4 月 30 日（火 )

　 開設時間　2 ～ 4 限

　 協力学生〔横浜〕45 名〔湘南ひらつか〕46 名

　 相談学生〔横浜〕571 名〔湘南ひらつか〕261 名 ( 延べ人数 )

　　※昨年度〔横浜〕約 400 名〔湘南ひらつか〕約 200 名



出張ボランティア説明会

横浜キャンパス 湘南ひらつかキャンパス
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“ＫＵスクエア”は教員と学生の学びの場として活用していただけます

ゼミナール、研究室、授業科目単位等で、ミーティングやディスカッション
のスペースとしてご利用ください。

▼ＫＵスクエアの場所とご利用に関するお問い合わせ先　

横浜キャンパス　ＫＵスクエア　1 号館１階　教育支援センター（内線 2160, 2162）

湘南ひらつかキャンパス　ＫＵスクエア　8 号館　教育支援センター（内線 6600）

kanagawa-fd@kanagawa.ac.jp  ( 両キャンパス教育支援センター共通 )

　今年度は横浜、湘南ひらつかキャンパスとも、昨年度
より更に相談学生数が増加し、この窓口の学内での認知
度も上がっていると言える。
　相談に応じる上級生の成長と新入生のサポート、双方
を目的としたピア・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）体制に繋げていくこと
が今後の課題である。

２．学生ボランティア活動支援
　教育支援センターでは、横浜キャンパスの「ボランティ
ア活動支援室」や「その他学生ボランティアサークル」
の活動を支援している。
　ボランティア活動支援室を運営する学生は、他大学の
ボランティアセンターを訪問し、自分たちの活動をより
よくする手がかりをつかもうと、６月から７月にかけて
４大学５キャンパスを訪問した。
　訪問先は、東洋大学、明治学院大学（白金キャンパス、
横浜キャンパス）、法政大学、関東学院大学。

　7 月上旬には、学内の野外スペースで、夏季休業期間
中ボランティア活動を紹介するための「出張ボランティ
ア説明会」が開催され、一般学生のボランティア活動へ
の参加を促す試みがなされた。

　ボランティア活動は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、今後は「教育」の中で
のボランティア活動の位置づけを大学として明確にし、
その活動を活用していくことを議論していくことが必要
と思われる。

（教育支援センター）



総合工学プログラム　自習塾
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人間科学部の FD 活動報告ピア・エデュケーションの取り組みについて（総合工学プログラム）
～自習塾について～

　工学部は 2012 年度より「総合工学プログラ

ム」という学科横断的な新たな教育システムを

発足させた。この中で 2013 年度より実施して

いるピア・エデュケーションの取り組み「自習塾」

を紹介する。

　自習塾は、学生が自主的に集まって学習する

場として企画された。具体的には毎週水曜の 5

時限・6時限に前期後期を通じて1教室を確保し、

総合工学プログラム所属の学生に自由に開放し

ている。学生は特に参加する義務は無く、参加

したところで単位などの特典も無い。工学部の

機械工学科・電気電子情報工学科・物質生命化

学科から各１名の学生や院生が TA(Teaching 

Assistant) として参加しているが、学生から質

問や相談が無い限り自身の勉強等しながら待機

しているだけである。総合工学に関わる工学部

専任教員は、大半の時間は 1 名が常駐、時には

数名が教室に現れるが、これも学生から質問や

相談が無い限り特に何かするわけではない。教

卓で PC を広げメールを見たり自分の仕事をし

たりしている。基本的には、学生の自主的な勉

学姿勢に任せた取り組みである。

　さて、このような形で果たして学生が自主的に

参加するのか心配ではあったが、4 月の開始以来、

毎週 10 ～ 20 名の学生が定常的に集まるという

盛況のうちに前期を終えた。学生らは 2 名～数

名のグループでやって来て、1 ～ 2 時間ほどを

過ごす。主に 2 年生だが 1 年生も結構来る。最

初のうちこそ雑談やゲームなど暇な学生の遊びが

中心であったが、次第に授業の課題やレポートな

どを教え合ったり、TA や教員に質問するように

なってきた。他の学生が真剣に課題に取り組む姿

や、TA が黙々と自習に励む態度は大いに刺激に

なったようだ。普段はフザケてばかりの学生まで

「勉強しないとヤバそう」などと影響されている

のを目にした。中々良い勉学環境が醸成されつつ

あるように思う。

　総合工学プログラムは、理系の論理的思考力

と工学部全学科に亘る広範な技術知識に加え、

多様な人々と協調・協働できるコミュニケー

ション能力の育成を目指した教育システムであ

る。このため、様々に班編成を変えてはグルー

プで問題解決に当たる演習を多く実施しており、

自習塾のような枠組みを活用し易い下地は元々

あった。　さらに、2 年次必修科目「総合工学コー

スワーク」では班での議論を時間外にまとめる

機会として、自習塾の利用を推奨している。こ

うした施策が自習塾の順調な滑り出しを後押し

したのは確かであるが、学生が本来的に自主学

習の場を求めていたのも事実だろう。これは総

合工学プログラムの学生に限った話では無い筈

である。3 年次には各学科の研究室に分散してい

く総合工学の学生と共に、こうしたピア・エデュ

ケーションの取り組みも工学部全体に展開・浸

透していくことを願っている。

工学部・総合工学プログラム・教育委員　松澤 和光
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〔委 員〕
委員長  齊藤 隆弘、副委員長  出口 裕明、副委員長  上沼 克德、法学部  坂本 宏志、経済学部  出雲 雅志、経営学部  行川 一郎、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  出口 裕明、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  諸坂 佐利、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、共通教養教育推進委員会  山本 崇雄 ( 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  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 )

2013 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員
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　高等教育に関する障がい学生について検討するために、平成

24 年 6 月文科省に設置された ｢障がいのある学生の修学支援に

関する検討会｣ の第一次まとめが報告された ( 平成 24 年 12 月 )。

さらに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」( 障

害者差別解消法 ) が　平成 25 年 6 月に公布され、3 年後の平成

28 年 4 月 1 日に施行されることになった。この法律は、平成 18

年 12 月国連総会で採択された｢障害者権利条約｣の批准に向けて、

｢障害者基本法｣ 第 4 条 ( 平成 23 年改正 ) に基本原則として規定

された ｢差別の禁止｣ が遵守されるために具体的な差別解消策と

して定められたものである。私立の高等教育機関である本学は、

第 8 条 2 項の事業者にあたり、｢社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」と

努力義務が求められている ( 一方、国・公立大学等は、第 7 条 2

項の行政機関等にあたり法的義務となっている )。なお、「合理的

配慮」とは ｢障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自

由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な

変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもので

あり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」

と定義されている ( 障害者権利条約第 2 条 )。

　本学教育支援センターは、障がいのある学生の相談窓口とし

て、保健管理センター及び学生相談室、各学部学科及び学修進

路支援部等と連携して主に教育支援を担当しているが、開設 2

年目を迎え、発達障がいを抱える学生への対応が急増している。

この理由は、若者の育つ環境や社会構造の変化、大学ユニバー

サル化に伴う進学率の上昇、また ｢発達障害者支援法 ( 平成 16

年 )｣ 等の施行により初等・中等教育段階から援助を受けてきた

入学者が多くなっていることによる。

　本センターでは、発達障がいを抱える学生に対して、学修や

学生生活における「困り具合セルフチェックシート」に記入し

てもらい、保健管理センター ( 学校医 ) の診断や提出された診断

書の確認により、発達上の特性が見られた場合、各学科への報

告とともに各授業担当者に教育的配慮を依頼している。その際、

できる限り当該学生と授業担当者との面談を設定して発達障が

いの特性についてご理解をいただき、教育的配慮を依頼してい

るところである。そこで、どのような配慮策をどこまで施すの

かを授業担当者から訊ねられる場合がある。現状では各授業担

当者に最終的な判断を任せているところであるが、「均衡を失し

た又は過度の負担を課さない『合理的配慮』」とはどのように考

えたらよいのか、また、文科省の同検討会では成績評価について、

「障害のある学生の学習の成果等を適切に評価することが必要で

ある。このため、学生が教育目標を達成していることを柔軟な

方法で評価しつつも、教育目標や公平性を損なうような評価基

準の変更や合格基準を下げるなどの対応は行わないよう留意す

る必要がある。」とある。個々の学生の障がいの状態・特性や教

育的ニーズ等に応じて配慮されることが望まれるのは確かなこ

とであるが非常に判断に苦慮するところである。

　本センターでは、日本学生支援機構が主催する ｢障害学生就学

支援事例研究会｣ 等に参加して、どのように教育支援をコーディ

ネートしていくのかを研究するとともに、教育方法の改善を促

して、障がいのない学生にとってもわかりやすい授業となるよ

う FD・SD に取り組んでいかなければならない。

教育支援センターにおける学生の修学支援に関して

教育支援センター課長　旭　馨

【参考】文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会」第一次まとめ
　　　 ( 平成 24 年 12 月 21 日報告 )
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