
等教育の入口で戸惑う学生にとって貴重な場

として定着しつつあるようです。今年度は、

学習相談員の先生方との意見交換会を２回開

催し、学生の学習上の悩みや弱点について情

報の共有に努めました。

　最後に障がいのある学生に対する支援につ

いては、まだまだ手探りの状態が続いています。新年度早々に

も、障がいのある学生支援のための簡単なリーフレットを全教

職員及び全学生に配付する予定です。また、障がいのある学生

に必要な支援内容を組み立て、教職員に支援に関するアドバイ

スをもらえるような専門のコーディネーターの採用を検討中で

す。既に本学で学んでいる障がいを持つ学生の支援に全力を尽

くすとともに、支援体制の整備や将来の受入等に関する総合的

な指針の策定が急務であると考えています。

　いずれの事業も、現在の大学にとっては比較的新しい取組

みであり、今後も試行錯誤が続くものと思われますが、同時

に喫緊の課題でもあることから、スピード感を持った対応が

必要であると考えております。各イベントには教職員だけで

なく学生や外部からの参加者も加わり、活発な意見交換が行

われましたが、残念なのは、まだまだ教員の参加者が少ない

ことで、今後、より多くの先生方にご参加いただきたいと考

えています。教職員の皆様のなお一層のご協力、ご支援をよ

ろしくお願い致します。
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1　 一年を振り返って

2　 2013 年度各学部等のＦＤ活動について

　教育支援センターが発足してから、早いもので２年が経ちま

した。今年度も当委員会及び教育支援センター事業の推進に当

たっては、多くの教職員、学生や学習相談員の皆さんにご尽力

いただきました。心より御礼申し上げます。

　２年目の今年度は、比較的安定してきた事業と、今なお手探

りの事業とが混在したように感じます。例えば、FD 活動につ

いては、各学部における取組みをはじめ、かなり定着している

ように思われ、今後も地道に継続されることが期待されます。

　全学の FD 研修会は、今年度も２回開催されました。本誌第

10 号で詳しく報じられていますが、第 1 回は「初年次教育を

考える」、第 2 回は「学生の自律的・主体的な学びを促す授業

実践」をメインテーマとして実施されています。前者について

は、比較的早い時期に開始している本学としても、これまでの

実績を踏まえ、FYS だけでなく入学前教育やガイダンス、キャ

リア教育や専門導入教育なども含めて初年次教育を総合的に見

直し、より本学にマッチした独自性の高いプログラムを構築し

ていく必要があるでしょう。また、後者のテーマに関しては、

今の学生達は中等教育段階で既に PBL やグループワークを経

験しており、「参加型」授業を評価する傾向があるようですので、

引き続き大学においてもこういった手法を進め、学習に対する

自主性を更に伸ばしていくことが肝要であると考えます。

　学習相談事業については、学習相談員の方々の熱心な指導も

あり、利用度数がかなり増えています。リピーターも多く、高

一年を振り返って 教育支援センター副所長　　出口　裕明

3　2013 年度教育支援センター (FD・学生支援推進委員会 ) 活動報告

4　教育支援センター新棟へ移転のお知らせ
Contents
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　今年度の法学部の FD 活動は必ずしも十分に活発だったと

はいえない。学部 FD 委員会の開催が１回、FD 懇談会の開

催が２回にとどまる。FD 委員会の議題は「授業アンケート

の組織的活用について」で、これまで同テーマについて学部

内で議論されてきたことについて委員の間で理解を共有した。

FD 懇談会の第１回のテーマも「授業アンケートの組織的活

用について」で、アンケートの意義については議論が深まっ

たが、どう活用するかということがなかなか具体化できな

かった。第２回のテーマは「法学部基礎演習Ⅰについて」で、

2014 年度に導入される新科目について、その狙いと実施例

を検討した。

　次に、FD 委員会の活動というよりも学部全体の取り組み

として、カリキュラム改訂を行い、2014 年度から実施する。

今年度はこれに向けた議論が熱心に交わされ、意欲的な意見

が多数提起されたが、中には先送りされたものもある。新カ

リキュラムの特徴は、入門科目を充実させたことである。「現

代社会と法」、「民事法入門」、「刑事法入門」、「政治学入門」、

そして前出の「法学部基礎演習Ⅰ」、「同Ⅱ」といった科目が

新設された。これらは、本学に入学したばかりの学生に対して、

専門科目を文字通り専門的に学修する前段階として、社会に

対する関心をつなぎとめることにより、法と社会との関わり

を実感させようとするものである。新年度からは、これら新

カリキュラムを実施するための工夫が課題となる。

　昨年度の活動の到達点と方針をふりかえりその成果と課題

を継承することが 2013 年度の経済学部 FD 委員会の活動の

出発点であった。第 1 回委員会で確認された経済学部 FD の

課題は、①授業アンケートの組織的活用、②成績照会制度（定

式化された文書による申請と回答）の確立、③初年次教育の

内容再検討と 4 年次ゼミの履修率の向上、④カリキュラム委

員会などと FD 委員会の機能分化と協同体制の確立、⑤授業・

教授法改善の取り組み、⑥授業参観や授業検討会の実施と授

業例集の作成と共有、⑦ベストティーチャーの選出、⑧新任

教員対象の講演会や研修会の開催、⑨授業方法（双方向型・

対話型授業を含む）の検討、⑩授業外学習や課題設定の工夫、

⑪ゼミ活動の活性化と指導の改善、⑫試験問題とレポート課

題の作成・評価の再検討、⑬シラバス作成方法の工夫、⑭効

果的な教材の作成と活用、である。

　これらのうち取り組むことができたのは①と②と③と⑦の

4 つである。ここではとくに、授業アンケートと初年次教育

の 2 点について報告する（経済学部ではカリキュラム委員会、

導入教育委員会など各種委員会でも FD 活動を行っている

が、ここでは触れない）。

　まず、授業アンケートの組織的活用について。2012 年度

授業アンケートの分析として以下の 2 点を強調したい。第 1

に、「履修人数」が「充足度」を左右していることである。1

学年 1100 名の学生定員をもつ経済学部では、100 名以下の

規模の授業の「充足度」が突出して高く、履修人数が多いほ

ど「充足度」が低くなる傾向をもつ。また、履修人数の少な

い授業では一般に「学生マナー」もよく、授業に集中できる

環境にあることが想像される。「学生マナー」は「履修理由」

を「興味・関心」とした学生でよく、「単位取得が容易そう」「他

にないから」とした学生と「充足度」の低い学生で悪い。だ

が、これらも履修人数に関連すると考えてよいだろう。第2に、

「充足度」の高さは「到達目標の明確化」「シラバスに沿った

授業」「事前事後の課題の指示」「適切な難易度」と関連するが、

「かなり難しい」と感じる難易度の高い授業と「不可比率」が

30％を超える授業の「充足度」が低いことも注目される。以

上を教授会で報告し注意を喚起した。今後、すべての科目の

履修人数の適正化（学生定員の適正化はもちろん）などの制

度改革をすすめるとともに、授業の形式や内容にもふみこん

だ具体的な対応が必要となるだろう。

　次に、初年次教育の内容の再検討について。教育支援セン

ター学習相談員の伊東淳子先生を招いて「国語」学習相談の

内容を通じた学部学生の教育に関する懇談会（経済学部 FD

委員＋学部長＋研究科委員長）を 11 月に開催した。この懇

談会では、FYS（およびゼミなど）で表現力を培う方法に焦

点をあわせるだけでなく、学生が抱えるさまざま困難を理解

しそれをふまえた対応をすすめることの重要性が浮き彫りと

なった。

　「よりよい授業」「わかりやすい授業」を通じた学生の学力

向上と教員の研究・教育能力の向上とは不可分である。学生

の基礎学力を多角的に分析し、大学の国際化と学生の多様化

に応じた魅力的な双方向型・対話型の授業を創造することは

もちろん、充実した研究と教育を可能とする環境づくり（会

議や組織の簡素化と効率化）も、重要な課題となっていると

いえるだろう。

経済学部

法学部

法学部ＦＤ委員会委員長　坂本　宏志

経済学部ＦＤ委員会委員長　出雲　雅志
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　経営学部の FD 活動は従前より他学部に先駆けた FYS の必

修科目化、教員手作りともいえる講義時間を超えた対応と創意

工夫の積み重ねによる海外研修、専任教員を配置してのテンポ

ラリーでない持続的で単位付与の裏付けがあるインターンシッ

プ科目が知られている。また、クラス分けした少人数による英

語教育も国際経営学科学生の水準を高めるための取り組みだっ

たが、それらの様々なサポートの実をさらにあげるために学部

として 2014 年度からカリキュラム改訂を行う作業を進めてい

る。コース制を方向転換することを含めて、社会人としての出

口を一層見据えたカリキュラムシステム構築に奮闘した今年度

だったといえよう。

　また、今年度は FD 関係で幾つかのトピックがあった。
● 留学生の学習状況に関する調査実施

　湘南ひらつかキャンパス２学部の留学生 (95 名 ) と留学

生指導に関る教員 (38 名 ) への質問紙アンケート ( 回収率各

90.5%､ 76.8% ) を大庭教授が中心となり平塚国際課、日本

語学習支援室の大関特任助教の協力で 7 月に行った。回答の集

約を基にして日本語教育の充実、大学生活 ( 講義／日常 ) での

留学成果向上支援、支援室の活用促進、キャリア ( 就職・進学 )

支援の必要性が提言され、今後への大きな収穫となった。
● FD 研修会でのキャリア教育に関する経営学部教員の講演

　第 1 回 FD 研修会 (11/6) では浅海教授が「大学教育におけ

るキャリア形成支援」と題して、大学教育の現代的役割の一つ

ともなっているキャリア形成の考え方について解説して頂い

た。会に参加した学部 FD 委員が「中身が濃かった」と感想を

述べたのだが、全学の各位にも役立つところ多としたと思う。

　ところで、前号 (No.10) の FD ニュースレター (8 面 ) でも

紹介されているのだが、学生への英語教育に工夫をこらすなど、

学部教員は担当科目でそれぞれに努力を重ねている。

　双方向性実現の方途、語学教育と情報機器の新たな結びつけ

方の模索、授業アンケートの活用など、今後も経営学部として

は多方面にわたり FD の実をあげる工夫を続けていきたい。

　外国語学部では、授業アンケートの組織的活用として、評価

の高い授業の特徴を共有するための活動を行う方針を確認して

いる。方法としては、口頭発表、授業見学等、各学科の特色に

合わせて実施する。

＜英語英文学科＞
1. カリキュラムの改訂

① 1,2 年次生の英語の基礎力 ･ 運用力を強化するため、英作

　文と英会話はすべてネイティブ ･ スピーカーが担当するこ

　とにする。

② 3,4 年次生の専門性を高めるため、英語学 ･ 英語教育、英

　語圏文学、英語圏文化のそれぞれで履修の順次性を整理し、

　学修の積み上げを促進する。

2. 教員の授業改善に関する取り組み

① 11 月末に非常勤講師との打合せ会を開催し、授業目標・

　内容・評価、及び新カリキュラムの趣旨等について、担当

　者間で意識の格差が生じないよう徹底を図る。

② 2011 年度より導入した専門基礎科目群における上級クラ

　スについて、1 ～ 3 年次の効果を検討する。

③ 2012 年度より導入したタスマニア派遣語学研修科目

　SEA(Study English Abroad) の総括を行い、更なる充実

　を図る。

④ 2010 年度より導入した English Express の、授業での活

　用を推奨する。

3. 学生の課外活動に関する取り組み

　学生の学修意欲を高めるため、学部文化ウィークの一環と

して行事を開催する。

① 11 月 9 日 ( 土 ) 午後に、第 13 回英語スピーチコンテストを

　実施する。学生スタッフが企画運営の中心となり、外部審査

　員 2 名を招いて、多彩なテーマでのスピーチが発表された。

② 2013 年度は演劇鑑賞は実施せず、スピーチコンテストの

　審査時間を使って、SEA での研修の様子を学生が撮影し編

　集したものを使ったビデオ上映を行った。

＜スペイン語学科＞
1. 授業改善の取り組み

　全学アンケートをふまえて、例年行っている学科独自のア

ンケートを、７月に学生に実施し、カリキュラム編成や授業

進行へ反映させるべく各教員が努力する。

2. スペイン語学科 ― 就活 Q ＆ A

　11 月 9 日に、学科の卒業生が、現在の仕事・就職活動な

どについて体験談を現役学生に披露し、学生が自身の進路に

ついて考える機会を設けた。

3. 文化ウィークの取り組み

①スペイン語スピーチコンテスト

　6 月 28 日 ( 金 )、1 年生から 3 年生までの 13 組が参加し、

　日本文化やスペイン文化、あるいは二国間の文化の違いを

　扱った作品、「同性者同士の結婚について」という社会問題

　を扱った作品などもあり、多彩なテーマのスピーチが発表

　された。

②スペイン語劇

11 月 29 日 ( 金 )、学科学生によるスペイン語劇「ある詩

人の生と死」「ベルナルダ・アルバの家」が上演された。

2005 年の「ドン・キホーテ」以来 5 回目のスペイン語劇

の上演で、スペイン人教員による指導のもと、1 年生から

4 年生までの学生たちが 2 年間かけて作り上げた。また同

語劇は、日西交流 400 年記念行事の一環として、セルバン

テス文化センター東京が開催する「テアトロ・エスパニョー

ル・マラソン」でも上演を行った。

＜中国語学科＞
1. 授業の改善についての取り組み

①定例の学科会議だけでなく、別に時間を設けて、授業の改善、

カリキュラムの充実について協議を行い、シラバスの質の

向上をもはかる。

経営学部

外国語学部

経営学部 FD 委員会委員長　行川　一郎

外国語学部ＦＤ委員会委員長　久保野　雅史
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②年末の非常勤講師との打ち合わせにおいて、授業上の問題

点およびその改善の方策について意見交換を行い、授業の

効果的実施に役立てる。

③年度末に卒業年次、進級年次の学生を主たる対象に成績会

議を実施し、学生の学習到達度などについて議論を行い、

学生に対する学習指導を強化する。

2. 学生の課外活動についての取り組み

　学生の自主的な活動を支援し、授業とむすびつけて、学生

たちの学習意欲が向上するよう、①スピーチコンテスト、②

HSK 受験補助、③小品コンテスト、④ DVD 教材作成、⑤中

国語短期研修、⑥海外留学へのサポート、⑦留学生との交流、

⑧卒業論文集の編集・印刷、および卒業祝賀会等の行事を実

施する。実施後は必ず総括し、問題点を明らかにして、次年

度の改善が可能となるように取り組む。

＜国際文化交流学科＞
1. カリキュラムの改訂

　2014 年度からカリキュラムを改訂することとなった。今

回のカリキュラムでは、「比較文化研究」という科目群を新し

く設置することや、数科目の科目名変更などを以って、文化

を巧みに比較することの重要さを強調することにした。また、

今年度 4 月に 2, 3 年生を対象に行ったアンケート調査の結

果から読み取れた学生の要望に応えるため、科目の新設等を

行った。

2. 文化ウィークでの取り組み

　① 10 月 26 日 ( 土 )「Festivalo de Lilngvo ～言語のお祭

　り～」を開催し、学科で学修されている外国語から独・仏・西・

　韓・露・日・伊の 7 言語を学ぶ学生たちが 9 つのチームに

　分かれ、学修の成果として作り上げた演劇、詩の朗読、ダンス、

　プレゼンテーションなどのパフォーマンスを競い合った。

　② 11 月 9 日 ( 土 )「異文化交流フェスタ」を開催し、世界各

　国の菓子等を揃えた Cross Cultural Café、学生がモデル

　となり世界格好の衣装を披露したファッションショー、ゲ

　ストにお招きした KANAK( 神奈川区交際交流の会 ) による

　フィリピンの歌やダンスのミニコンサートを行い、様々な

　文化交流の実践を体験した。

　人間科学部は 2006 年に開設された本学で最も若い学部で

ある。今年度で誕生から 8 年目、4 年目で初の卒業生を出し

た時点で学部としての「完成年度」と呼ばれるがそこからさ

らに 4 年目が経過しようとしている。完成年度を一つの区切

りと考えれば、今年度は二つ目の区切りとなるはずであり、

学部全体としては教員研修会、教員による高校訪問、企業訪問、

などさまざまな成果が上がっているが、FD 活動においては

どうだっただろうか。

　FD 活動は入試、カリキュラム、ディプロマが 3 本柱と呼

ばれているが、人間科学部では FD 活動を本格的に検討し始

めた 2008 年度から一貫して特定の柱に偏ることのない、文

字通り学部の人材育成力発展にむけた活動の全般を FD と捉

えて FD 活動をデザインしている。

　入試に関しては特に推薦系の入試において「どんな人に入っ

てもらうか」、「どのように本学部の教育に馴染んでもらう

か」が教授会を始め様々な会議の場で議論されている。議論

は尽きることがなく、例年、激論になるが、この「熱さ」が

教員らの人材育成への情熱の指標と考えられる。学部 FD 委

員会としては、合格者の入学後の学修が円滑に進む補助にな

るような入学前教育を目指して、昨年度から検討を進めてい

る。今年度は外国語に関わる入学前教育を検討し、その中で

改善すべきポイントを発見するに至った。この発見を入学前

教育に具体的に反映させることが次年度の課題であると言え

る。また、人間科学部では将来構想検討委員会という学部の

将来像を検討して教授会に提案する委員会が構成されている

が、学部 FD 委員は全員がここの委員も兼ねており、学部 FD

委員会で検討した事案が同委員会からの提案として教授会に

示されてもいる。今年度は推薦入試のありかたについて、具

体的な入学者動向のエビデンスをもとに検討した提案がなさ

れている。

　ディプロマについてはカリキュラムや授業展開の基本方針

の土台として機能する具体的なコンセンサス形成が行われた。

合宿形式で行われる教員研修会で、キャリア開発で言われて

るところの「3 つのスキル（ヒューマンスキル、テクニカル

スキル、コンセプチュアルスキル）」についてのレクチャーを

学部 FD 委員から行い、特に大学卒業者に期待されるスキル

としてコンセプチュアルスキル（概念化・問題発見能力）に

ついて議論と検討が行われた。具体的なカリキュラム化は次

年度以降の課題である。

　授業については、教員研修会では授業アンケートの全体の

集計結果に基づいた授業について考えるプログラムを実施し

た。また、キャリア形成を促すプログラミングされた授業の

試みとして ( 株 ) リアセックの提供するプログラムを試験的

に１年生、3 年生のゼミ、それぞれ１クラス実施した。学生

には好評で、カリキュラムの検討と併せてキャリア教育も検

討が必要であると言える。

　このように今年度は、二つ目の区切りを象徴する具体的な大

成果とはいえないが、人材育成力向上に向けた試みや検討が進

んでおり、その蕾が大きく育った一年であったといえるだろう。

人間科学部

人間科学部ＦＤ委員会委員長　杉山　崇
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　理学部では 2012 年度より新設された数理・物理学科を加

えた 4 学科 1 プログラム体制となり、理学部 FD 委員会は各

学科およびプログラムから選出された 4 名の FD 委員によっ

て構成されている。

　2013 年度は全体としての活動で新規のものは立ち上げて

いないが、かねてから初年度教育における高校とのスムーズ

な移行を行うための「入門科目」（数学・物理・化学・生物・

微積分）を従来から実施している。入門科目では高校で履修

できなかった科目について、大学の講義で必要な知識を補い

「落ちこぼれ」状態になるのを防ぐためのフォローを行うのが

目的である。これら入門科目は 2014 年度より共通教養教育

科目中の共通基盤科目として整備され、よりスムーズな接続

科目として期待されている。さらに教育支援センターの学習

相談とは相補的な役割を果たし、きめ細かい学生への支援が

期待されるところである。2013 年度においては前年度まで

の問題点として指摘されていた数学の学習相談と数学入門の

講義時間の重複が解消され、利用者が倍増した結果かなりの

効果が得られるようになった。また、理学部においては要望

が強い、物理・化学・生物の理科科目の学習相談を実施でき

るかどうかの検討を行っていきたいと思う。物理については

教育支援センターでも科目増設を検討していただいているよ

うで、その実現が待ち望まれる。

　前年度に実施した授業アンケートについて、理学部では組

織的活用について検討してきたが、各学科ごとの利用に留ま

り、学部全体としては残念ながら活用できているとは言いが

たい状況である。

　学生支援に関しては、生物科学科の聴覚障がい学生への支

援を 2 年間行った実績を踏まえ、障がい学生への支援に関す

る情報の共有化を全学レベルも含め図っていきたい。

その他の活動としては、5 月に学校医江花昭一氏による発達

障がい学生に関する講演を経営学部と共催した。また 12 月

4 日の FD 研修会「学生の自律的・主体的な学びを促す授業

実践」のパネルディスカッションに理学部・杉谷非常勤講師

（名誉教授）による「山の体験学習」についての講演を行うな

どの活動があった。

　2014 年度の活動では、各学科の「文化の違い」を乗り越

えた学部としての FD 活動を活性化させ、各教員の授業スキ

ルを向上させるための情報の共有化を進めていきたい。

　例年と同じく 2013 年度の工学部における FD 活動も、各

学科・教室から選出された７名の FD 委員により構成された

FD 委員会が中心となり進めて参りました。私は運営が上手

ではありませんでしたが、FD 委員の皆様の様々なご努力に

よりまして工学部における FD 活動をお支えくださいました。

この場をお借りして感謝申し上げます。

　今年度の活動としまして最初にご報告したいのが模範授業

です。今年度は表に示します 12 回の模範授業を開催いたし

ました。毎年開催しておりますが、工学部では授業の公開を

行うことによりまして、日々、よい緊張感を持ちながら講義

に臨んでおります。こうした授業の公開にあたりまして学生

による授業アンケートを組織的に活用しております。すなわ

ち、評価の高い講義を参観することによって、授業において

工夫されている内容の共有に努めております。講義内容はも

とより、講義における時間配分から教授法、そして細かな話

し方までが多くの先生の参考になります。

　次にご紹介したい活動が総合工学プログラムにおける自習

塾の展開です。自習塾は、本ニュースレター No.9 におきま

して、この活動にご尽力されています松澤和光先生が報告さ

れていますので詳細は省かせていただきますが、二年目を迎

えました現在も自習塾が学生のピア・エデュケーションの場

として活かされています。

　さらに学外にも出まして FD のための情報収集に努めて参

りました。11 月 19 日には神奈川県立商工高等学校におきま

して授業の様子を拝見するとともに高校の先生方と意見交換

を行いました。2 月 22 日と 2 月 23 日には龍谷大学におい

て開催された第 19 回 FD フォーラムに阿部晋先生と私が出

席いたしました。今回の FD フォーラムにおきましては特に

他大学でのピア・サポートの事例や授業アンケートについて

学んで参りました。

　今年度はメール審議を除いて工学部 FD 委員会を８回開催

いたしました。その場では、普段の講義や学生の気質などに

ついて意見交換することもありました。特に私は自分自身の

困っていることや疑問について委員の皆様に相談させていた

だきました。これにはとても助けられました。工学部 FD 委

員長としては甚だ頼りなかったと思いますが、私自身には大

変貴重な機会でした。最後になりましたが、工学部 FD 委員

の皆様に重ねて御礼申し上げるとともに、ご支援くださいま

した教育支援センターの皆様に厚く御礼申し上げます。

理学部

工学部

理学部ＦＤ委員会委員長　川東　健

工学部ＦＤ委員会委員長　朝倉　史明
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　2013 年度の学務委員会におけるＦＤ活動としては、法務

研究科を除く全研究科の大学院生を対象とする「大学院生ア

ンケート（学習環境満足度調査）」の結果を集計し、大学全体

と各研究科の回答を含め公表したことが挙げられる。

　「学習環境満足度調査」とは、学部学生に対する「授業評価

アンケート」に相当するものであり、今回は、2009 年度に

続く２回目の調査ということになる。大学院の授業（講義・

演習・実習）ごとにアンケートを行うわけではなく、文字通

り「学習環境」の「満足度」を調査する内容となっており、

学生による要望を自由記述できる欄も設けられている。大学

院の場合、学部のように講義を中心にカリキュラムが編成さ

れているわけではなく、また、授業の受講者が少人数である

ことから、アンケート回答者の特定を回避することが理由で

ある（こうした理由は、専門職大学院である法務研究科の場

合には当てはまらないため、対象から除外され、研究科独自

に授業評価アンケートが行われている）。

　調査自体は 2012 年度中に行われたものであり、その際、

回答者の回答が誘導されることのないよう、質問項目につい

ては事前に十分検討し、また、回答率を高めるべく、事務室、

指導教員の協力のもと、アンケートの配布・回収を行った。

そして、2013 年度は、調査項目の集計をするとともに、前

述の自由記述による要望のとりまとめを行った。今回の調査

で特記すべきは、学習環境向上のため、とりまとめられた要

望についての各研究科・専攻による回答を依頼した点であり、

また、共通する学習環境に関する要望について学長に提出を

している点が挙げられる。以上の調査結果については、各研

究科・専攻による回答を付した上で、本学ポータルサイト（We

ｂ Station）上ですでに公開済みである。限られた字数の中

で触れることのできなかった、調査項目の内容とその集計に

ついてとを併せて、いま一度ご覧になっていただき、今後の

大学院教育に役立てていただければ幸いである。

　最後に、学生による要望をより正確にくみ取るため、学務

委員会としての課題を述べておく。アンケートの回収率は全

体として 57.2％にとどまっており（21.2％から 85.5％まで

研究科・専攻によりばらつきがある）、これを高める工夫がな

されるべきである。また、要望に関する自由記述欄において、

記述内容の「例示」を示すことで空欄となることを回避しよ

うとしたところ、例示に沿った（と思しき）記述が多く見られ、

かえって回答の「誘導」となった疑いがあり（立証は不可能

であるが）、次回に向けて注意が必要となる。

　ともすると、ＦＤと言えば学部中心に検討されがちである

が、法令改正によるＦＤ活動の全学的な取組みが求められた

のは、当初大学院であったことを思い起こしつつ、各研究科・

専攻におけるＦＤ活動がさらに活発に行われることを期待し

て、筆を置くこととする。

大学院

大学院学務委員会委員　鶴藤　倫道
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2013年度 教育支援センター (FD・学生支援推進委員会 ) 活動報告

　Ⅰ .FD 活動

１. ｢2013 年度前期 教育改善のための学生による授業アンケート
　　(FYS)｣ の実施
　対象科目：ＦＹＳ ( ファースト・イヤー・セミナー ) 全科目
　実施時期：2013 年 7 月 2 日 ( 火 ) ～ 7 月 19 日 ( 金 )
　　初年次導入教育の見直しや改善のためにＦＹＳアンケート結果
の経年比較が必要なことから、共通教養教育推進委員会の依頼
により授業アンケートを実施した。アンケート結果は、各教員
にフィードバックするとともに共通教養教育推進委員会に分析
を依頼した。

２. ｢2014 年度 教育改善のための学生による授業アンケート｣ 実施
　　要領の検討
　　授業アンケート結果を組織的・系統的に活用するため、個別授業
　科目データを公開とすることとし、全学部教授会の承認を得た。
３. 学生参画による FD 研修会
　　( 学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会との共催 )

　第1回11/6(水)｢初年次教育を考える ― キャリア教育とＦＹＳ ―」
　　[ 参加者 ]　教職員、学生　51 名
　第 2 回 12/4( 水 ) ｢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―｣
　　[ 参加者 ]　教職員、学生　67 名、
　　　　　　 　他大学教職員（横浜国立大学、防衛大学校）3 名

４.「学生 FD サミット」への本学学生参加
　(1) ｢学生ＦＤサミット 2013 夏 ( 立命館大学 )｣
　　8/24( 土 )-25( 日 ) ｢大学を変える、学生が変える｣
　　[ 本学参加者 ]  学生 4 名 ( 理 1、工 3)
　(2) ｢学生ＦＤサミット 2014 春 ( 東洋大学 )｣
　　①プレ企画 12/14( 土 )「大学再考大作戦！ Re:START
　　　～大学を変えるチャンスはここにある」 
　　 [ 本学参加者 ] 学生 11 名 ( 法 1、経営 1、人間 1、理 6、工 2)、
　　　　　　　  　教育支援センター職員 1 名
　　②本企画 3/8( 土 )-9( 日 )「あなたがつくる、大学最高大作戦
　　　～めざせ意識改革～」
　　 [ 本学参加者 ] 学生 9 名 ( 経営 1、人間 2、理 2、工 4)、
　　　　　　　  　 教育支援センター職員 2 名

５. 学生の主体的 FD 活動
　 ｢学生 UD(University Development) 委員会｣ の発足
　本学学生の主体的なＦＤ活動を運営する「学生ＵＤ委員会」
が学生ＦＤサミット及び学生チャレンジプロジェクト支援企画
の参加学生、ジンダイイノベーション等により組織された。今
後は、本委員会が中心となり、｢新入生なんでも相談アスクカ
ウンター｣ の企画・運営、｢KUウェルカムガイダンス｣ への協力、
「学生の自主的な勉強会」などが行われる。

６.2013 年度 FD 関連研修会への参加及び他大学・高等学校実地視察

　Ⅱ．学生支援　

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、学

生有志 ( 主催 : ジンダイイノベーション ) による新入生の相談窓
口を開設した。

２. 教育支援センター学習相談員による学習セミナー
　【横浜キャンパス】　
　[ 英語 ]「英語で体験する日本の文化茶の湯」、「今さらの英語」
　[ 数学 ]「SPI 試験苦手克服数学セミナー」
　[ 国語 ]「文章作成力アップ」、「伝える力アップ～自己紹介から
　　　　　討論まで～」
　【湘南ひらつかキャンパス】
　[ 英語 ]「英語リスニング UP －耳慣らし口慣らし－」
　[ 数学 ] 「SPI 対策セミナー」「数学が苦手な方、SPI を勉強して
　　　　　いる方へ」
　[ 国語 ]「『伝わる』書き方講座」

３. 障がいのある学生への支援
　(1) 障がいのある学生等の支援に関する打合せ
　　  ① 4/5( 金 ) ② 10/31( 木 ) ③ 3/25( 火 )
　　　関連部署により障がいのある学生支援状況及び連携につい
　　　て確認を行った。

[ 参加部署 ]　学修進路支援部第一部 ( 教務 )､ 学修進路支援
部第二部 ( 就職 )、学生生活支援部 ( 学生課・学生相談室 )、
保健管理センター、入試センター、学長室､ 教育支援センター

　(2) 障がい学生支援に関する講演会
　　  3/3( 月 ) 保健管理センターとの共催
   　   講演Ⅰ「障がい者問題～大学での障がい者教育～」
　　　　　　   特別招聘教授　浅野 史郎
　　　講演Ⅱ「『発達障がい』の理解と支援」
　　　　　　   保健管理センター長　江花 昭一
　　　[ 参加者 ]　教職員・学生　57 名
　(3）｢よこはま若者サポートステーション｣ との学校連携
　　学修進路支援部第二部 ( 就職 )、学生相談室と連携して、主に
　　発達障がいのある学生に対する就労支援を行った。

４. 学生ボランティア活動の支援
　(1) 他大学ボランティアセンター等の実地視察
　　  東洋大学、明治学院大学、法政大学、関東学院大学
　(2) 神奈川新聞花火大会ボランティア (8/1（木）)
　　  みなとみらい臨港パーク　[ ボランティア参加学生 ] 30 名

　Ⅲ．その他

１. ＳＡ ( スチューデント・アシスタント ) の試行範囲の拡大について
　2010 年度から、初年次教育科目 ｢ＦＹＳ ( ファースト・イヤー・
セミナー）｣ に限って、優秀な学部生を授業補助者としての運用
を試行してきたが、ＳＡの導入効果が高い、ＳＡ自身の成長に
も繋がっている、ＴＡ不足からＳＡの一般授業科目での利用希
望が出てきたことなどから、2013 年度から試行範囲を全授業科
目に拡大した。

２. 教育支援センター夏季研修会「学生支援のあり方を考える」(8/28（水）)

　 (1) 学生ボランティア活動の支援・推進
　 (2) 本学の障がいのある学生支援
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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。 

【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  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

教育支援センター

ＫＵスクエアのフリースペースは、
学びの場としてより使いやすい空間に生まれ変わりました。
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。

●横浜キャンパス　　　　　ＫＵスクエア　3 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 )

ＫＵスクエアのご利用に関するお問い合わせ先

横浜
キャンパス
（3号館 1F）

3 号館（1F）KU スクエア
2014 年 4 月より 1 号館から 3 号館
へ移転しました。
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横浜キャンパス教育支援センターおよび KU スクエアは、 
3 号館 1 階へ移転しました
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