
うシステム運用が鍵であることが分かり有意義

でした。山の体験学習については以前から話を

聞いて知っていましたが、あれは後で効果が出

てくるものだというのが個人的理解です。ヒル

に噛まれて大騒ぎした等の思い出話から仲間が

増えて絆が強まる――今どきの学生に一番欠け

ているものが実践という意外な場から得られる訳なのです。全

体を通して、教員の役割の変化を強く実感した研修会でした。

　ところで会の後半にはワークショップが開催されたのですが、

参加学生を交えた小グループでの意見交換は、はて何をどう、

という戸惑いが最初はあったものの進行とともに面白くなり、

心地よい印象を残しました。ファシリテーター（調整役）がブ

レインストーミング的に飛び出てくる言葉を交通整理しながら

まとめていく時の参加学生たちの真剣さ、発表時の彼ら彼女ら

の凄いできばえには感心しきりです。実は 12 月の会では FYS

で当方が担当したＡ君が偶然同じ小グループでした。FYS が終

わると毎回研究室に来て、専門書を借りていった立志の若者は、

自分の意とする専門ゼミ 3 年生になっていましたが、告知を見

てたまたま顔を出したという彼の口からは「もっと一杯来るよ

うに PR してほしい」とか「PBL の評価基準は？」など直球の

意見が出て「彼のような学生がもっと増えれば FD の " 収穫 " に

なるなぁ」と思ったものです。

  2011、2012 年度の研修会では FYS、大教室講義と双方向性

といった興味深いテーマでしたが今年もタイムリーでした。次

年度の研修会にも期待しています。

1

1　FD 研修会を終えて

2　2013 年度第 1 回ＦＤ研修会報告

　2013 年度の研修会は 2 回にわたって開催され、いずれも盛

会でした。内容詳細は研修会報告に譲りますが、第 1 回目のテー

マは「初年次教育を考える」、第 2 回目は「学生の自立的・主体

的な学びを促す授業実践」。

　第１回目の初年次教育のテーマでは経営学部浅海教授による

「大学教育におけるキャリア形成支援」の講演があり、詳細でわ

かりやすいプレゼン資料で非常に興味深いものでした。大昔の

象牙の塔は社会と隔絶していたが、学生の人生は社会とつながっ

ている――それをどう導き意識を高めていくかが大学教育の現

代的役割の一つになっていることを感じさせました。続いて(株)

ＮＫＳ能力開発センター恵取締役により、本学で開講されてい

る「キャリア形成科目の実践」状況が具体的な数値とともに紹

介されましたが、正に現場が見える資料となっていました。デー

タというのは明快に実態を示してくれるものだ、というのが特

に氏の解説から感じた感想です。学生への広報、学部毎に異な

る状況の体制整備などこれからどこに焦点を当てていくべきか

が浮かび上がってきたと言えるでしょう。

　第 2 回目の授業実践のテーマでは経済学部上沼教授のゼミ活

動紹介、工学部松澤教授の PBL 型授業解説、理学部杉谷名誉教

授の体験学習紹介といった本学の多彩な取り組みが披露されま

した。学生に自立性を持たせた上で主体的に学習を実践してい

くというのは、言うは易いものの相手が大学生にもなると正に

行うは難いもの。意識と意欲の覚醒にかかってくるといって過

言ではないでしょう。その意味で上沼ゼミの活動では教員個々

の努力が鍵であることが分かり、PBL では双方向レポートとい

ＦＤ研修会を終えて 経営学部ＦＤ委員会委員長　　行川　一郎

3　2013 年度第 2 回ＦＤ研修会報告

4　自律学習を促すシステムづくり  — 経営学部初級英語の試み —
Contents



２．キャリア形成支援の内容
　キャリア形成支援とは何を指すのか。最も重視されるの
は「卒業後の準備への支援」である。また、それは特定の
科目ではなく教育全体に組み込まれるべき「機能」であり、
従来の方法だけでなく体験学習などの「最適な方法」によ
る支援を行うべきである。これらの実践として「自分を知
ること」と「目標を設定してそこに向かうこと」を繰り返
し行い、最適な目標を見つける支援や、労働、職業、キャ
リアへの意識を高め広く社会を知ることを目的とした教育
が、キャリア形成支援の中心的な内容となっている。
　大学におけるキャリア形成支援の目標や内容の整理は多
くの関係機関や専門家が行っており、さらに中央教育審議
会によって示された「学士力」や経済産業省から提言され
た「社会人基礎力」なども、大学卒業時までに学生が身に
付けるべき能力を明確にしたものである。これらは、学生
が能力を身に付ける際に、具体的に何をすればいいのかを
分かりやすく示したものと言える。

３．キャリア形成支援の影響
　このように進められてきたキャリア形成支援は、どのよう
に学生に影響をあたえているのか。ある調査によると、中学、

【第一部】基調講演

大学におけるキャリア教育を考える

　第一部では本学のキャリア教育を考えるうえで重要な二
つのテーマで講演をいただいた。講演の主な要旨は以下の

とおりである。

大学教育におけるキャリア形成支援

経営学部　浅海 典子 教授

１．大学におけるキャリア形成支援の背景
　「キャリア」という言葉は少し前までは、昇進や地位の高
い職業という意味で使われていた。しかし、現在は「生活」
もキャリアに含まれると考えられ、「ワークキャリア」、「ラ
イフキャリア」といった概念も生まれている。また、経歴
や職歴といった外から見てわかるキャリア以外にも、価値
観や個人の発達といった、「内面的なキャリア」も含んだ概
念が広がってきている。
　キャリア形成支援が求められるようになった背景には多
くの側面がある。大学卒業者の就職率が7割に届かない状況、
早期離職、フリーター・ニートなどの雇用問題対策がまず
考えられる。他にも、入学者確保のためにキャリア形成支
援を導入した大学も多い。また、経済のグローバル化やス
ピード化によって人材を一から育てる余裕がなくなった企
業が、即戦力を求めるようになったことも大きい。さらに、
大学での学びやその先の進路が多様化し、「“よい会社”に
入れば一生安泰」といった考えは通用せず、学生が自身の
キャリアをマネジメントする力を必要とするようになった
こと、身近な大人のキャリアモデルを知る機会の少なくなっ
た現在、学生が就職ビジネスからの過剰な情報に惑わされ
ず、正しい情報や知識を得て自分のキャリアをマネジメン
トすることの重要性が高まったことなども、キャリア形成
支援が必要とされる要因である。

22

2013 年度神奈川大学第 1 回ＦＤ研修会

日　時：2013 年 11 月 6 日 ( 水 )　16：30 ～ 18：45
場　所：横浜キャンパス  　　　 1 号館 804 会議室
　　　　湘南ひらつかキャンパス　11 号館第 1 会議室 ＜ TV 会議システム＞

対　象：学生、教員、事務職員　参加者　51 名 ( うち学生参加者数 16 名 )
主　催：ＦＤ・学生支援推進委員会、学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会
内　容：大学の学びへの動機付けと適応支援を趣旨とした初年次教育の重要性が広く認知され、2011 年

4 月大学設置基準の改正において、「社会的・職業的自立に関する指導等」いわゆるキャリア教
育が義務化された。本学では、FYS とキャリア教育が初年次教育の両輪を構成している。学び
の主体である学生、それを支える教員、職員がともに本学キャリア形成科目の授業の実態を正
確に理解し、学士課程の一部としてのキャリア教育と FYS の連関について考え、本学の初年次
教育のあるべき姿について意見を交換した。

「初年次教育を考える ― キャリア教育とＦＹＳ ―」
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高校で就職・将来に関する進路指導の機会があった学生ほ
ど、人生設計のスタートが早い。また、将来に向けてのビジョ
ンが明確で、アクションも活発な学生は、就職活動の活動
量が多く、内定先への満足度も高く、また学業成績も良い、
という結果も出ている。

４．経営学部におけるキャリア形成支援
　最後に、神奈川大学経営学部におけるキャリア形成支援
について触れたい。経営学部では2000年にインターンシッ
プ科目の開講、2002 年の「キャリア形成論」の開講からキャ
リア形成支援を開始した。学生は、「自分を知ること」と「目
標を設定してそこに向かうこと」を実践しながら、広く社
会を知るために多様な専門科目から最適なコースを選択し、
労働、職業、キャリアへの意識を高めるための科目も履修
する仕組みとなっている。特徴的な科目やプログラムとし
ては、「実社会体験研究」によるインターンシップへの参加、
SA（スタディー・アブロード）などの海外体験プログラム
などである。また、2014 年度からは「キャリア・ショップ
システム」の導入が予定されている。このシステムは、ショッ
プと呼ばれる科目群を 15 種類用意し、専門領域に関連する
科目 9 ～ 12 科目を各ショップに配置するものである。学生
は自分のキャリアイメージに合わせてショップを選択する
ことで、自分の目指すべき方向により役立つ科目を履修し、
知識や経験を得ることができる。

５．今後の課題
　今後キャリア形成支援が取り組むべき課題はどのような
ものであるか。一つは、キャリア形成支援が学生の大学生
活にどのように役に立っているか、そして、卒業後のキャ
リア形成に、どのような影響を及ぼすのかを探り、今後の
キャリア形成支援の在り方を再度検討する材料とすること
である。また、学生のキャリア形成支援は、地域社会の協
力なしでは成り立たない。このことから、大学としてその
地域社会に生きる人々のキャリア形成にどうかかわってい
けるかを考え、実行していくことももう一つの重要な課題
となっている。

キャリア形成科目の実践

株式会社 NKS 能力開発センター
取締役学校教育部長　恵　大介　氏

　神奈川大学の正課科目としての「キャリア形成科目」が
導入されたのは 2006 年である。2003 年の文部科学省に
よる「キャリア教育」の提言を受け、大学におけるキャリ
ア教育が徐々に実施され始めた時期であったが、その当時
は全国的に見てもキャリア教育の実施校は少なく、実施さ
れている場合でもその方法は「就職活動対策」を低学年へ
前倒ししてスタートさせる、いわゆる「狭義」のキャリア
教育が多かった。その中で、神奈川大学は「人間力教育」
から始め、年次テーマ進行で育成する「広義」のキャリア
教育を導入したため、先進的事例となった。また、キャリ
ア形成科目は同時に導入された「FYS（ファースト・イヤー・
セミナー」とともに、神奈川大学の初年次教育の基礎づく
りの両輪となった。
　その後、大学教育に期待されるものに、入学から卒業・
就職までの支援や就業力の育成といった内容が加わり、
2011 年には大学設置基準に「職業指導」の義務化が明示
された。これは、日本を取り巻く世界が流動化してきたこ
とを受け、教育の現場が「社会で求められる能力を備えた
人材」の育成を迫られたことの表れであろう。
　本学でも、そのような社会の変化に呼応し、キャリア形
成科目の内容を年度毎に見直し、人間力をベースに、人生
全体をどうとらえるか、そして、職業に必要なスキルをど
う考えるかを深く追求させる内容を組み込んだコンセプト
を確立した。

　キャリア形成科目が目指す能力とはいったいどのような
ものであるか。文部科学省が提言する「学士力」、経済産
業省が提言する「社会人基礎力」など、多くの関連省庁から、
大学生が社会に出るまでに身に付けておくべき力が明示さ
れている。神奈川大学では、キャリア形成科目がスタート
した際、「夢をカタチにする５つの力」を設定した。そこ
に表されている力はまさに学士力や社会人基礎力に表され
ている力を集約したものに近く、社会が人材に求めるもの
と、神奈川大学のキャリア教育が目指すものとが同じ方向
を向いていることが分かる。さらに、これら５つの力を自
分自身の力にするために、本学のキャリア教育では３つの
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ポイントを重視している。一つ目は、物事を自分事として
捉えられる「自己効力感・自己起動力」、二つ目は、自ら目標・
目的を設定できる「目的意識」、三つ目は学んだ知識やス
キルを活用できる「発揮力」である。この３つのステップ
を基礎に、キャリア形成科目は構成されている。
　
　次にキャリア形成科目の具体的なコンセプトについて触
れていきたい。キャリア形成科目の成果目標は「アウトカ
ム」である。これは“どんな成果が出せるようになったか”
ということを最終目標にしているということである。キャ
リア形成科目は次の２つのコンセプトで構成されている。
一つ目は「自己効力感」の醸成である。これはキャリアデ
ザイン・メソッドに則ったものであり、内発的動機づけに
重きを置いている。もう一つはスキルアップ実習を中心に
した学修である。スキルと発揮する力の向上により、アウ
トプットができるようにすることが目的である。授業の形
態は、グループワークや PBL（課題解決型 / プロジェクト
型授業）などのアクティブラーニング型授業が中心で、学
生が何らかの役割を担い、成果を出すことを目指す内容と
なっている。受講の結果、アウトカムの形成を可能にし、
また自分自身をモチベートできるようなることで、自ら「人
間力」の向上を図れる人材となることを目指すのが神奈川
大学のキャリア形成科目の大きな目的である。

　現在のキャリア形成科目は、「キャリア形成Ⅰ～Ⅴ」に「イ
ンターンシップ準備演習」を加えた６科目からなっている。
１年次から３年次までに前期・後期に一科目ずつ配当し、
段階的な学修成果目標を設定している。また、それぞれに
期待されるアウトカムも設定されているが、このアウトカ
ムを得られたことがまた「自己効力感」の強化に結びつく、
もしくは、自己課題の発見や進路選択に結びつくような内
容になっている。

　以上が神奈川大学のキャリア形成科目の導入の背景と考
え方、および現在の実践の状況についての実態である。

【第二部】ワークショップ

初年次から始めるキャリア教育

　第二部では、学生、教員、職員が一つのテーブルにつき、
第一部の基調講演を聞いた感想、また、それぞれの立場か
ら大学におけるキャリア形成支援についての考えや、今後
望むことなどについて話しあった。普段はあまり得られな
い貴重な機会であることから、短い時間にも関わらず活発
な意見交換がなされた。
　主な意見は以下のとおりである。

● 就職活動を経験してみて、キャリア教育の必要性を感じ
　た。キャリア形成科目を必修科目にしたら良いのではな
　いか。

● キャリア形成科目が履修し易くなるような配慮が必要。
　学生が積極的に履修するように、大学からアピールをす
　べき。

● 学生に複数かつ多様な選択肢を示すような内容の授業が
　望ましい。先輩や教員の失敗体験も含めた経験を学生が
　知ることで学ぶことも多くなる。

● 「キャリア形成」と「ＦＹＳ」のつながりが薄いと感じる。
　それぞれ何のために受講しているのかを明確に示すべき。

● やりたいことが見えないという学生が多い。大学で学ん
　でいることとその先にあるもののつながりを知ることが
　できるような機会が必要だと感じる。

●目的意識を持つことで大学生活の送り方が大きく変わると

　思います。キャリア形成科目の認識を変えていくべきだと

　思いました。履修者が減っているのはもったいない。

●キャリア教育の全体像についてわかりやすく説明していた

　だいた。キャリア教育については、幾分偏見があったが、　

　本日の報告によって、偏見が解消された。

●キャリア形成科目について、経緯、内容にとどまらず、社

　会が要求する能力等について、あらためて振り返ることが

　できた。一方で、現行のキャリア教育について、問題点を

　自分なりに考えることができた。

●ワークショップメンバーの中に学生がいたのが良かったで

　す。教育を授ける側と受ける側の意見が聞けました。

参加者アンケートに寄せられた意見（一部を抜粋）
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【第一部】事例発表

学生の自律的・主体的な学びを促す授業実践

　第一部では、学生の自律的・主体的な学びに繋がる特徴
のある取り組みを行っている 3 名の教員から、それぞれの
取り組みについて発表していただいた。発表の主な要旨は
以下のとおりである。

学生の主体性を引き出すゼミナール活動

経済学部 上沼 克德 教授

　本学へ奉職して 2 年目から経済学部の

ゼミナール科目を担当したが、ゼミナール

指導は、試行錯誤の連続であった。指導開

始 30 年を経て、やっと“ゼミナール指導”

について語れるようになった。

　ゼミナール指導のキー・コンセプトは「学

生の主体性を引き出すゼミナール活動」で

ある。そしてそれを、どのようにして制度化していくかに取り

組んできた。

　学生の主体性を導き出すには、実際に体験しての動機づけが

必要である。論文大会などにグループで参加して外部評価に晒

されることが重要で、それらによって得られた体験が、ゼミ生

のその後を動機づけ、主体的に駆動し始める。指導教員は全人

格をかけて時間の許す限り学生と接することが求められ、手を

かけ、接した分だけ、学生は成長し、成果を得られる。一方で、

教員は、自らも研究に励み、そして“文化”を研磨しなければ

ならない。幸い、神奈川産学チャレンジ・プログラムにおいて、

この数年連続して入賞することができるようになった。

　このように、ゼミⅠ・Ⅱ生の指導方法については概ね制度化

できたが、ゼミⅢ (4 年次 ) については試行錯誤中である。卒

業論文を仕上げる形式は満たしているが、ゼミⅠ・Ⅱのグルー

プ研究活動によって涵養された成果が個人のレベルでは結実し

得ていないように思われる。指導を離れた期間 ( 就職活動 ) が

悪影響しているのかもしれない。

2013 年度神奈川大学第 2 回ＦＤ研修会
「学生の自律的・主体的な学びを促す授業実践 ～学習ポートフォリオ，PBL, グループワーク～」

日　時：2013 年 12 月 4 日 ( 水 )　17：00 ～ 19：40
場　所：横浜キャンパス  　　　 1 号館 804 会議室
　　　　湘南ひらつかキャンパス　11 号館第 1 会議室 ＜ TV 会議システム＞

対　象：学生、教育職員、事務職員　参加者 67 名 ( うち学生参加者数 22 名 )
　　　　他大学（横浜国立大学 2 名　防衛大学校 1 名）横浜キャンパスで参加　3 名
主　催：ＦＤ・学生支援推進委員会、学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会
内　容：学生の自律的・主体的な学びを促すための授業やツールについて「ゼミにおけるグループワーク」
　　　　「PBL( 課題解決型 /プロジェクト型 ) 授業」｢学習ポートフォリオ（学生自身の学習目標設定と学
　　　　習成果の自己評価を集積）｣「体験型授業」などの本学における事例発表が行われた。事例発表の
　　　　後は、学生、教員、職員、他大学参加者が両キャンパスでグループに分かれ、これからの大学の
　　　　教育のあるべき姿について意見交換した。

【研究課題】

｢マーケティング研究Ⅰ～Ⅲ｣

【ゼミ生人数・班編成 (2013 年度 )】

ゼミⅠ (2 年次 )27 名・5 班編成 / ゼミⅡ (3 年次 )25 名・

4 班編成 / ゼミⅢ (4 年次 )23 名

【指導方針及び教育目標】

（1）学問研究の厳しさ、忍耐性、喜びの体験を通しての涵養

（2）ゼミ生全員役職と班編成によるゼミナール組織へ

　　 の主体的参画及び人格形成

（3）外部評価（各種論文大会等）への挑戦

【主なゼミナール活動】

（1）主ゼミ ( 通常ゼミ授業、週 1 回 2 コマ連続 )/ 日経

　　流通新聞のレジュメ発表及びマーケティング基本

　　文献の輪読・解説

（2）サブ・ゼミ ( テーマ別班編成による主体的グループ学習 )

（3）神大フェスタへの参加 ( ゼミⅠ )

（4）日本学生経済ゼミナール大会への参加 ( ゼミⅡ )

（5）産学チャレンジ・プログラムへの参加 ( ゼミⅡ有志 )

（6）卒業論文作成 ( ゼミⅢ )

（7）ゼミⅠ &Ⅱ合同合宿 ( 年 2 回：2 泊 3 日 )、新歓

　　 コンパ、懇親会、施設見学
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総合工学プログラムでの PBL

工学部 松澤 和光 教授

　工学の世界では、技術者は長い間スペシャリストの立場
にあったが、現在は複数の専門領域にわたって業務の工程
全体に関与することができる工学ゼネラリストの育成が必
要となりつつある。本学ではこのような時代の要請に対応
するため、総合的なエンジニアを育てる新しい教育の必要
性に迫られて総合工学プログラムを開設した。
　本プログラムにおける ｢総合工学コースワークⅠ～Ⅲ｣
は PBL(Problem/Project Based Learning) 型演習科目であ
り、学生が総合エンジニアへの成長を目指して自発的に行
動することを自覚し、少人数グループでの技術的議論や連
携の仕方を体感し、与えられた技術課題を自分たちなりに
解決する手順を経験することを目的とする。教員が複数担
当するチームティーチングによりコース別に設定された
テーマの中から、課題の選定～明確化～技術調査～解決法
提案～報告書作成・発表までを数ラウンド経験する ( Ⅰ・
Ⅱ )。また、配属された卒業研究指導者の指導の下で、研
究遂行に必要な予備知識・技術スキルを修得するための
様々な課題に挑戦している ( Ⅲ )。

　また、学生の主体的学びを促すための仕掛けとして、ポー
トフォリオ・システム、iPad、アイデア用紙、簡易ホワイ
トボードなどのツールを使用した学習方法を取り入れてい
る。 さらに、学生同士の学びあい ( ピアサポート ) の場で
ある『総合工学自習塾 ( 毎週水曜 5・6 限 )』や教員自らが
相談に対応する『ヘルプデスク ( 毎週月・金曜 昼休み )』（学
修上の疑問質問から進路相談、雑談まで気軽に話せる窓口）
を設置して学生の学びを支援している。

湘南ひらつかキャンパス 山の体験学習

神奈川大学名誉教授 杉谷 嘉則

　湘南ひらつかキャンパスは、丹沢山塊を真正面に望める
自然環境に恵まれた丘陵地にある。この素晴らしいロケー
ションを生かして、自然に親しみつつ人間力を高める授業

「山の体験学習」を開講している。これは、グループ単位で
登山しながら自然を体験理解すること、それにより学生相
互のコミュニケーション能力を高めることを目的とする４
日間の夏季集中講義である。
　最初の 2 日間は、午前中に生物、地質、環境、歴史・民
俗等の専門の先生による大山に関連した内容の講義が行わ
れる。午後にはグループ編成、続いて各グループ内におけ
る役割分担の決定、登山計画書の作成等が行われる。この
間に随時、登山に関する注意事項の説明が行われる。自然
が相手なので天候、気象、地形や装備などの最低知識を理
解習得しなければならない。リーダーシップ、メンバーシッ
プを培い各自の役割分担を完全に遂行できるよう心がけ
る。加えて、授業に留まらず生涯スポーツとして一人ひと

2 年次　総合工学コースワークⅠ ( 前期 )・Ⅱ ( 後期 )

3 年次　総合工学コースワークⅢ ( 前期 )

【目的】

　1) 自発的に行動することを決意する
　2) グループでの連携の仕方を体感する
　3) 技術課題を解決する手段を経験する

【構造】

　4 名ずつで班を構成し、毎回指示される小課題への回
答を作成、次回報告して講評・指導を受ける。これを数
回繰り返してまとめ最後に発表する。

【課題】

　A) 班活動に慣れるための簡単な課題： 
　　  20 年後の新システム / 新製品の提案、等
　B) 技術調査・議論・提案を行う練習的な課題：
 　　 既存技術の改良版新製品の CM 制作、等
　C) 技術テーマを分析・報告する本格的課題：
　　  先端技術の到達点、応用、問題点の分析、等
　D) 一般人／中高生向けの技術紹介資料や教材等、技術
　　  コンテンツの制作、等 
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りが山登り等楽しめるよう目指している。
　3 日目には、実際に大山に登山する。事前に学習した動
植物や地質、シカの食害対策、酸性霧捕集装置などの観察
が行われる。そして最終日には、各グループによる発表会
が行われる。主としてリーダーが発表するが、メンバー全
員が自分の役割分担について短いコメントを述べるように
している。感想として、｢グループ行動を通じて友人もで
き、協力し合うことの意義を肌で感じた｣、｢山頂までたど
り着けないかと心配したが、なんとか山頂に着き達成感を
覚えた｣、｢単位がとれればよいという安易な気持で臨んだ
が、これを吹き飛ばす充実感を覚えた｣、｢地域の歴史など
今まで無関心だったことに目が向くようになった」等々が
述べられている。この体験型学習によって、自然との交流、
仲間との交流など得ることができ、学生の学びに対する意
識にも変化が生じている。

【第二部】ワークショップ

主体的な学びにつなげる授業改革

　第二部では、学生、教員、職員、他大学参加者を含むグルー
プが一つのテーブルにつき、第一部の事例発表を聞いた後
の感想や大学における主体的な学びについて考えること、
今後授業改善に望むことなど、それぞれの立場から話し合っ
た。各グループの学生による感想や意見では、現在主体的
な学びが強く求められている背景や要因に関する見解、ま
た、ラーニング・コモンズなどの学生が主体的に集い学べ
る場所の創造や、図書館等の学内施設利用時間の延長が望
まれることなどが発表された。
　主な意見は以下のとおりである。

● 学生は自主的になるためのチャンスを欲しているのでは
　 ないか。

● “場を作る”ことは重要なことであるが、それがオープン
　 な場であることが望ましい場合とそうでない場合がある。
　 様々なスタイルの場所があると良い。学年毎の場もある
　 となお良い。

● 学習する場が限られていることを改善していくべき。

● 社会に出て行くことをリアルに感じられるような機会が
　 あれば、「主体的」にならなければいけないことを実感で
　 きる。

● インゼミなどに参加するゼミでは、発表すること、議論
　 すること自体が目的になってしまっているように感じた。
　 本日のような議論の場もその後どう進めていくのか、情
　 報をどう共有するかを考えていかなければならない。

● グループワークやＰＢＬは果たして必要か？という意見
　 もあるが、学生側が意見を述べることが満足度を高める
　 のではないか。座学とグループワーク、ＰＢＬのバラン
　 スも重要である。

● 資料に沿って読むだけの授業ではなく、教員からの問い
　 かけがあるような授業が「生きた」新鮮な授業ではないか。

● インゼミ大会で入賞できたことが非常に自信になってお
　 り、チームの中での役割の重要性を感じることができた。
　 学部の枠を超えたインゼミ大会が開催されたらより良い
　 と感じる。

「山の体験学習」

経営学部 / 理学部　全学年対象　夏季集中講義科目 2 単位
【到達目標】

1) キャンパス周辺の自然と歴史を理解すること
2) 自主的に団体行動を計画し実行すること
3) 状況を判断して、責任をもって良識のある行動する
　 力を身につけること

【大山登山研修】

参道コースの例：伊勢原駅集合 (8:30) →大山登山口
(9:30) → 阿 夫 利 神 社 (10:30 ～ 11:00) → 大 山 山 頂
 < 昼食 >(12:30 ～ 13:30) →見晴し台 (14:30) →二重
滝経由で下社→登山口 (16:00) ( 解散 )

●外部評価へ挑戦することで、学生は主体的に取り組むよう

　になると感じた。最終的にはそれが就業、就業後にどのよ

　うに役に立つかを感じることができれば、より授業やゼミ

　に目標を持てるようになるのではないか。

●「総合工学コースワーク」のような内容を一年次に体験し

　ていると意識が変わる可能性があると感じた。

●大学の具体的な取り組みや試行錯誤していることを知り、

　学生としても頑張らなければならないと感じた。

●想像していた以上に、先生方は学生にどのようにして学び

　に興味を持たせるかを考えていると感じた。

●授業の「改善」に関しては、何を学んでいるか、どういう

　人が学んでいるかによってその効果的な方法は変わってく

　ると思う。この研修会がそれを見つけるきっかけになるこ

　とを期待する。

参加者アンケートに寄せられた意見（一部を抜粋）



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

8
発行日：2014年2月28日

教育支援センター

8

　グローバル人材の育成が大学教育に強く求められる中、経営学
部では全学の留学、語学研修制度の他に SA（スタディーアブロー
ド）プログラム、BSAP（ビジネススタディーアブロードプログ
ラム）、スピーチコンテスト、TOEFL 講座、英語のみで行う演
習や基礎演習 II の実施など様々な方法で学生の国際社会対応力
の育成に努めている。一年次の英語教育ではプレイスメントテ
ストにより上級 2 レベル、中級 4 レベル、初級 3 レベル、基礎 2
レベルに分け、各級に専任教員コーディネーターを置いて非常
勤講師の先生方を含めた統一的なカリキュラムを実施し確実な
英語力向上を目指している。学生の学習意欲という点においては、
上級 2 レベルと中級の大半は総じて高く、SA や BSAP、全学の
留学、スピーチコンテストに参加してさらに英語力を伸ばす学生
も多い。またこのレベルでは学生の高い学習意欲と十分な基礎力
を前提として英語運用中心の授業を展開することが可能であり、
先生方の創意工夫とご努力により BBC,CNN, iTune University,
などのメディアを利用した通訳訓練、ディスカッション、アカ
デミックライティング、スピーチプレゼンテーションなどの実
社会でも役立つ授業が行われ、学生はますます学習意欲を高め
るという好循環が生まれている。
　頭の痛い問題は全体の約半数を占めるそれ以外の学生、つま
り初級、基礎レベルの学生である。入試で英語を受験せずに入
学してきた（これまで 6 年間かけても英語が習得できず、苦手
意識のある）このレベルの学生は過去の失敗経験から学習意欲
は大変低い。しかし、大学として受け入れたからにはこのレベ
ルの学生こそ伸ばし、グローバル社会での彼らの将来を明るい
ものにしていくのが我々教員の使命である。従ってこうした学
生の意欲を呼び起こし、いかに自律学習の波に乗せていくかが
大きな課題となる。まだまだ試行錯誤中ながら筆者の担当する
初級 C レベルでの、教員、学生ともに苦悩に満ちた授業の試み
を紹介させていただく。
　授業開始時の文法テストで毎回明らかになるのは中学レベル
の文法がほとんど身についていないという点である。英語は基
本文法の習得がなければその上に何も積み重ねていけないため、
高校の一斉授業で完全に無視されていただろう辛い経験が想像
できる。彼らは「学習習慣がほとんどない」、「自己統制が苦手」、
という点でも共通である。そこで初級 C での、基本文法の習得
以外の隠れた教育目標は、「学習習慣をつける」、「自分の学習を
分析する」、「自己統制能力をつける」とした。教育心理学におけ
る学習動機研究の一つで外的要因から自律学習への発展可能性
に着目した self-determination theory（自己決定理論）*（Deci and 
Ryan 1985）によると、たとえ外的な理由による動機でも段階的
に内部化して自己統制的学習、自律学習に発展する可能性があ
るということである。当該の学生は「やる気はないが強制され
るのでやる」という段階にいるため、これを 15 週間を通じて徐々
に「やってみるとわかる」「できる、達成感がある」状態に発展
させ、さらに「わかると面白い」から「自分で勉強の仕方を工
夫する」「より高い学習目標の設定し自己学習を継続」という自
律学習段階に導くのがねらいである。

　学習習慣をつけるため、週 2 回の授業で毎回単語テスト、文法
小テスト（前回の授業内容が範囲）を行い、それぞれ毎回 10 点
を 10 回行う。その他、読解テストを 3 回（20 点× 3）、文法総復
習テストを 2 回（20 点× 2）行い、合計 300 点のうち 6 割の 180
点以上で単位取得というシステムを作った。但しこれまで学習
習慣のない大半の学生が授業内テストに間に合うように勉強し
てくることは期待できず、また文法習得に必要な反復練習量に
個人差があるため、単語、文法小テストに限り昼休みに研究室
でどの回の再テストでも何回でも受けることができ、そのたび
に得点を上方修正できるというシステムを作った。「自己統制能
力育成」のため、学生には毎回のテストの答え合わせの直後に
得点、累計点を記録させ、「自分の学習を分析」するため間違え
の原因、どのように勉強すれば良いのかについて表に書き込ませ、
学期末に合格点に達するまでどのくらいの努力が必要かを常に
確認させる様にした。
　毎回の授業で再テストの受験を促したところ、単語テストにつ
いては全体の 55%の学生が再受験し、全テストの 30％が点数訂
正され、文法テストでは全体の 88%の学生が再受験し、全テス
トの 73%が点数訂正された。単位を取るため毎回再テストを受
けるものも多く、特に期末の研究室の昼休みは自己との熱い闘
いという様相を呈してくる。再テスト受験状況を見る限り、こ
のレベルの学生には特に文法習得に反復練習が不可欠であるこ
とがわかる。学生も大変であるが、同じ範囲のテストを何度も
受験する学生もいるため数種類のテストを用意しなければなら
ない点と、筆者の昼休みがテストの個別配布と採点、解説に費
やされてしまう点から筆者が音を上げて再テスト制度の廃止を
口走ったこともあったが、意外にも学生の猛反対を受けた。
　アンケートでは 100%の学生が再テスト制度賛成、87%の学生
が学習意欲が向上したと回答した。その理由は「文法や単語がわ
かるようになったので英文が読めるようになり、楽しく思える
ようになった」というものが多かった。自己の学習分析という
点でも「何が足りなくてどう勉強すれば良いかわかり、英語が
好きになった。」「最初は無理だと思ったが後半に勉強の効率も上
がり、勉強が苦でなくなった」「今まで英語ができなくてあきら
めかけていたが、やれば少しずつわかるようになってくること
を体験し、もう少し頑張ってみようと思った」という回答もあり、
学生のために「勉強せざるを得ない状況を作る」ことの意義を
改めて感じた。
　このシステムはまだまだ発展途上であり影の部分がある。それ
は学習習慣をつけること自体を途中で諦めてしまう学生が必ず
数名いることである。こうした学生の大半は再履修者として翌年
戻ってくるが、最初から脱落者を出さない工夫をすることが今後
の課題である。同様の再テストシステムは経営学部基礎英語でも
行われており、効果を上げていると聞いている。今後は文法の基
礎力がついて学習意欲が上がった学生の英語学習の継続をサポー
トし、上級レベルに引き上げてグローバル人材として世の中に送
り出すシステム作りをしていきたい。
*Deci, E.L., & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination   
 in human behavior. New York: Plenum press.
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