
成だと言われています。脳は環境に応じて

発達するので、環境が重要です。「今、使え

る」だけの職業技術を教える環境が「人物」

を育てるのに適しているかどうか、私には

疑問です。

　学生にはグローバルな意識と自覚に富む

「大人」が集う場が必要で、私はそれが大学であり授業である

と思っています。私たち教員は日 「々人物」をそして「市民」を、

将来の社会を育てていることを自覚して、私たちの専門性がそ

れにどう役立つのか考えながら教育を行う必要があるでしょ

う。これが私なりの“教員の自覚”です。

　さて、2014 年前期の授業アンケートが集計されました。本学

には私も憧れるような学識深い先生が多いです。授業で重要なこ

とは学識が学生にどう届いているかです。本来、「学問を通して

世界を見る」と「違った世界が見える」はずです。これが学生の

「達成度・充実度」につながり、「グローバルな意識」と「自覚」

の成熟を促すはずです。そうなってないなら、私は届け方を見直

したい。授業アンケートはその手がかりです。

　日々の授業と学生を通して私たちはこの世界の未来に関わっ

ています。私たちの学識と教育が学生の人生に、そして学生が

これから関わる人々に、社会に、そして未来に意味あるもので

あってほしい。そう思うことで、私は次の授業が楽しみになる

気がします。　　　 （臨床心理士・2 級キャリアコンサルタント）
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　今、大学教育の本質を問う議論が熱いです。

　産業界は成長分野と未開拓領域を失い、限られた資源・市

場をめぐるグローバルな経済戦争の中で産業と社会の構造が

変わりつつあります。さらなる発展か、成熟か…。世界的な

岐路の中で大学教育が何を成すべきか、各国で議論が展開さ

れています。

　日本の議論を見てみましょう。学生を「人材（労働力）」と

考える産業界からは人材としての付加価値を大学教育に求める

議論が熱いです。経産省からは問題解決能力・応用力を備えた

「社会人基礎力」という提案がなされています。これは、「永く

使える」人材像の提案でしょう。一部には会計ソフトの使い方

といった「今、（企業で）使える」技術訓練を大学に求める意

見もあります。企業が労働者に投資すべき研修を大学教育とす

るのは無理がありますが、「使える人材を出してくれ！」と大

学に期待していることがわかります。

　一方で日本学術会議のワーキンググループは社会の担い手と

しての市民性教育にも注目しています。これは世の中を見通す

「グローバルな意識」と社会の一員としての「自覚」を備えた「人

物（人間性）」を育てることです。

　さて、人は人材である前に「人物」です。人物として意識的

にも精神的にも成熟していなければ、世の中で永く活躍できな

いことは 20 年余りの「人を見る仕事」から実感しました。人

間性を支える脳領域は最も発達が遅く、20 代なかばまで未完

私の“教員の自覚”、“授業の楽しみ方”とグローバル社会の大学教育 教育支援センター副所長　杉山　崇
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　　　　　　　　　調査概要

　　　　　　　　　調査結果

Ⅰ 前期実施状況について

Ⅱ あなた自身について

2014 年度前期「教育改善のための学生による授業アンケート」

　本学は、「教育改善のための学生による授業アンケート」を隔

年で全学的に実施しています。2012 年に全学で実施した前回の

授業アンケートに比較し、今回の授業アンケートでは、下記の

三点を変更しました。

① 個別授業科目データ（科目別集計結果）を原則公開とした点。

これにより、授業アンケート結果の統計的信頼度が向上する

とともに、授業アンケート結果の教育改善への組織的活用が

進展することが期待されます。

② 授業アンケート結果の統計分析を多角化し、教育改善への組

織的活用の自由度を高めるため、目的変数として使用するこ

とを前提に、従来の「この授業を履修して良かったと思いま

すか（履修充足度）」の質問項目に加え、「あなたは授業の到

達目標を十分に達成できたと思いますか（到達目標達成度）」

の質問項目を新たに設けた点。

③ 履修充足度と到達目標達成度を詳細に統計分析するため、選

択肢設問の項目の増設と改定を行った点。

　全学の授業アンケート結果を統計分析した簡単な結果が本報告に

示されていますが、今後クラス内 GPA 等の成績データを授業アン

ケート結果と併用することで、より詳細な統計分析を行う予定です。

　各教育実施組織におかれましては、今回の授業アンケート結果

を今後の教育改善に活用していただきたく、お願いいたします。

具体的には、FD 研修会の開催、研究授業等の実施、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

充実等の教育改善活動の基礎資料としてご活用ください。授業ア

ンケートの実施機関である FD・学生支援推進委員会は、今後とも、

アンケート結果の教育改善への組織的・系統的な活用状況を集約

し、全学 FD 研修会や懇談会を通して教育改善に関する情報の共

有化を進め、教育改善の継続的な促進に取り組みます。皆様方の

ご協力を、今後ともお願いいたします。

　最後に、今回の授業アンケートの実施にご協力いただきまし

た学生、教員の皆様、学修進路支援委員会、学修進路支援部第

一部（教務）の関係各位に、心より感謝申し上げます。　　　

　　　　　　　FD・学生支援推進委員会委員長　齊藤　隆弘

１．調査目的
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２種類のアンケート用紙を

作成する。

(3)「講義・演習用」のアンケート用紙には、全２項目（多項選択）

であれば、学部・学科が独自に設定できる枠を設ける。今回は、

全５学部（法学部・経営学部・人間科学部・理学部・工学部）

で独自設問を設定した。

4．実施機関
　教育支援センター

5．結果の公表
(1) 個別授業科目データは、原則公開する。但し、同データを教

員評価のためには活用しないこととする。

(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は、ホームページ、

「JINDAI Style」等で公表する。

6．実施時期
　2014 年 6 月 27 日（金）～ 2014 年 7 月 23 日（水）
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Ⅲ 授業科目について

Ⅳ 統計的手法を用いた分析
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◆考察
　Ⅱ -1 シラバス事前確認では、「まったく読まなかった」という

回答が 8.1％みられたが、多くの学生はシラバスを履修前に確認

していることがわかる。

　Ⅱ -2 履修動機では、「興味・関心」「目標上必要」「必修科目」

にそれぞれ、3 割前後の回答があった。

　Ⅱ -3 出席率では、約半数の学生が「毎回出席」していること

がわかる。

　Ⅱ -4 週平均の予習・復習時間では、「全くしなかった」の回答

がもっとも多く、次いで「30 分未満」が続いている。

　Ⅱ -5 学生マナーの順守では、「守った」「だいたい守った」の

合計回答率が 85％を超えている。

　Ⅱ -6 授業難易度では、「適切」の回答が最も多く、次いで「やや

難しい」が続いている。

◆考察
　平均値グラフをみると、全項目で 4 点前後の結果になった。授

業科目、教員の指導については、概ね満足していることがわかる。

　Ⅲ -9 この授業で良かったことでは、「わかりやすい説明」の

回答が最も多く、次いで「新しい視点・知識」が続いている。

　Ⅲ -14 授業で役立ったものでは、「配付資料」の回答が最も多

く、次いで「板書」が続いている。

◆考察
●主成分分析とは、多次元データを出来るだけ少ない次元にま

とめる統計的手法。多くの設問項目（10 設問）を、いくつかの

まとまりにまとめることができる。今回の結果では、「授業運営」、

「学習態度」、「出席率」の 3 つに大別することができた。

●重回帰分析とは、ある変数（今回はⅢ -8 を採用）の動きが、

別のいくつかの変数によって左右されているかを具体的な数式

を用いて、導く手法。今回の結果では、「到達目標の明確化」に

続き、「到達目標達成度」が履修充足度（Ⅲ -8）への影響が高

いことが分かる。



2014 年 4 月～11月学習相談活動実績集計

※ 2014 年 4 月～ 11 月

学習相談員による個別相談

学習相談セミナー
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　ＫＵスクエアでは、2012 年度より、大学での学修に必要

な基礎学力を補うための学習相談を実施しています。

　実施している教科は、英語、数学、国語 ( 文章表現 ) の３教科、

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）がそれぞれ対応に当っています。

● 2014 年度後学期個別学習相談の状況
　両キャンパスとも、昨年度同時期と比較して、相談件数に

大きな変化はないが、以下のような内容、内訳の変化がみら

れる。

【横浜キャンパス】

　・英語は、後学期から月・水・金に加え木曜日にも対応している。

予約状況はリピーターで飽和状態にあり、新規で来談する学生

はリピーターの合間で対応している。

　・数学は、昨年度に引き続き工学部 1 年次の相談者が多い。

　・国語は、レポートの提出期限や定期試験間近になると

相談者数が増える傾向にあり、相談者数が変則的である。

【湘南ひらつかキャンパス】

　・英語は、昨年度に比べ経営学部、理学ともに 1,2 年次の利

用が大幅に減少している。

　・数学は 1 年生の相談者が増加しており、今年度前学期と比

べても後学期に入ってから 1,2 年次の相談者数が 50 件ほ

ど増加している。

　・国語は、支援を必要とする学生の継続的な利用者がほとん

どであり、レポート課題内容の確認を含めた対応が多い。

　

　後学期の『学習相談員による学習セミナー』は、以下のとお

り実施しています。各セミナー後の個別質問の時間には参加者

から多くの質問があり、セミナーの終了予定時刻を超えて学習

相談員による指導が行われました。

（1）『学習相談受講生との座談会』（横浜　英語）
　　　　9 月 17 日（水）13:00 ～ 14:30

　前学期に相談に来た学生を集め、取り組んできた学習内

容や相談内容等を情報交換した。後学期より学習相談を予

定している学生も参加した。

（2）『レポート、ノートの精度を上げよう』（横浜　国語）
　　　① 9 月 16 日（火）13:00 ～ 14:30
　　　② 9 月 18 日（木）13:00 ～ 14:30

　1 日目は資料の読み方（クリティカル・リーディング）に

ついて新聞記事を用いて解説し、2 日目はレポートの書き方

について 1 日目の内容を踏まえて解説・ワークを行った。

教育支援センターの学習相談状況
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【問合せ・予約先】 教育支援センター（8号館KUスクエア）

TEL: 0463-59-4111（内線：6600）
Mail:  Kanagawa-kusq@kanagawa-u.ac.jp

※参加費無料。要事前申込。

メールメールメールメールで申し込む場合は、件名をで申し込む場合は、件名をで申し込む場合は、件名をで申し込む場合は、件名を「「「「文章表現セミナー文章表現セミナー文章表現セミナー文章表現セミナー参加参加参加参加希望」とし、希望」とし、希望」とし、希望」とし、

本文に本文に本文に本文に参加希望日、参加希望日、参加希望日、参加希望日、学科学科学科学科・年次・学籍番号・氏名をお書きください。・年次・学籍番号・氏名をお書きください。・年次・学籍番号・氏名をお書きください。・年次・学籍番号・氏名をお書きください。

～テーマ～

「あなた」が伝わる文章を書くには？

●日時：●日時：●日時：●日時： ①①①①10月月月月20日（月）日（月）日（月）日（月）13：：：：30-15：：：：00
②②②②10月月月月27日（月）日（月）日（月）日（月）15：：：：10-16：：：：40

①①①①、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます。。。。

●場所：●場所：●場所：●場所： KUスクエア（スクエア（スクエア（スクエア（8号館ファミリーマート横号館ファミリーマート横号館ファミリーマート横号館ファミリーマート横））））

●講師：●講師：●講師：●講師： 学習相談員（兵頭かおり先生）学習相談員（兵頭かおり先生）学習相談員（兵頭かおり先生）学習相談員（兵頭かおり先生）

きちんとした言葉遣いで書いてある。漢字や文法の間

違いもない・内容も整理されていて分りやすい。でも、書

いた人の顔が見えてこない…。

これでは、自己紹介のための文章でも、就職用の履歴

書やエントリーシートでも、ちっとも「あなた」が伝わりま

せん。伝わらなければ、その先に進めませんね。

10月のセミナーでは、「伝わらない」例文を批判的に読

むことで「伝わる」文を書くのに必要な要素を探ります。

それをふまえて、就活にも応用できるテーマで文章を書

いてみましょう。書いた文章は、学習指導員が丁寧に添

削してお返しします。

10月・11月にセミナーを開催します。第1弾、10月はこちら！
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【問合せ・予約先】 教育支援センター（8号館KUスクエア）

TEL: 0463-59-4111（内線：6600）
Mail:  Kanagawa-kusq@kanagawa-u.ac.jp

※参加費無料。要事前申込。

メールメールメールメールで申し込む場合は、件名をで申し込む場合は、件名をで申し込む場合は、件名をで申し込む場合は、件名を「「「「文章表現セミナー文章表現セミナー文章表現セミナー文章表現セミナー参加参加参加参加希望」とし、希望」とし、希望」とし、希望」とし、

本文に本文に本文に本文に参加希望日、参加希望日、参加希望日、参加希望日、学科学科学科学科・年次・学籍番号・氏名をお書きください。・年次・学籍番号・氏名をお書きください。・年次・学籍番号・氏名をお書きください。・年次・学籍番号・氏名をお書きください。

●日時：●日時：●日時：●日時： ①①①①11111111月月月月 3333日（月）日（月）日（月）日（月）13131313：：：：30303030----15151515：：：：00000000

②②②②11111111月月月月10101010日（月）日（月）日（月）日（月）15151515：：：：10101010----16161616：：：：40404040

①①①①、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます、②とも同じ内容で行いますので、参加できる日時を選べます。。。。

●場所：●場所：●場所：●場所： KUKUKUKUスクエア（スクエア（スクエア（スクエア（8888号館ファミリーマート横号館ファミリーマート横号館ファミリーマート横号館ファミリーマート横））））

●講師：●講師：●講師：●講師： 学習相談員（兵頭かおり先生）学習相談員（兵頭かおり先生）学習相談員（兵頭かおり先生）学習相談員（兵頭かおり先生）

～テーマ～ 客観的なレポートを書くには？

—効果的な「引用」術を身に付けよう—

レポートや論文には客観性が必須ですね。

客観性を成り立たせるには、事実を示すデータや文章、

先行研究者の論文などを効果的に「引用」することが

必要です。

他人の書いた文章をそのまま引く「直接引用」はでき

る。でも、内容を要約して本文に取り込みながら、それ

に対する自分の意見を述べていく「間接引用」は苦

手！という人が多いですね。

11月のセミナーでは、本学の学生が書いてしまいが

ちな失敗例を分析して、「間接引用」のコツを整理しま

す。そのうえで、実際に「間接引用」を取り入れた文章

を書いてみましょう。書いた文章は、学習指導員が丁

寧に添削してお返しします。

10月・11月にセミナーを開催します。第2弾、11月はこちら！

UK 第２弾

学習相談に関する情報交換会
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（3）『「あなた」が伝わる文章を書くには？』
　　（湘南ひらつか　国語）
　　　① 10 月 20 日（月）13:30 ～ 15:00
　　　② 10 月 27 日（月）15:10 ～ 16:40

　自己ＰＲ書や履歴書等の例文を用いて、「伝わる」文章の

要素を探った。それを踏まえて、実際に自己ＰＲ文を書く

ワークを行った。

（4）『客観的なレポートを書くには？
　　　―効果的な「引用」術を身に付けよう―』
　　（湘南ひらつか　国語）
　　　① 11 月  3 日（月）13:30 ～ 15:00
　　　② 11 月 10 日（月）15:10 ～ 16:40

　本学教員（経営学部）と相談し、多くの学生が苦手とし

ている「参考文献からの間接的な引用」について解説し、

実際に引用しつつ自分の意見を書くワークを実施した。

参加した学生の感想（アンケートより）

●楽しく情報交換できた。

●他の相談者の英語学習内容・目的が聞けてよかった。

（以上　横浜　英語）

●今回のセミナーに参加したことで、今後レポートを書くこと

　が楽しくなると思う。

●「アンテナを高くする」ことでいろんなことに関心をもち、   

　自分の考えを持つことが大切であることに改めて気づいた。

（以上　横浜　国語）

●セミナーの時間だけでなく、他の時間にも見て頂けたので非

　常に参考になった。

●自己ＰＲの文章を書く時、文章をしっかりまとめられるか

　緊張した。　　　　　　　 　（以上　湘南ひらつか　国語）

　昨年度に引き続き、学習相談に関する情報交換会を開催し、

学習相談を利用する学生の特性や問題点等が話し合われまし

た。話題は相談に来る学生に関わらず、在学生全体の傾向につ

いてまで広がりました。

　 日　時：2014 年 8 月 5 日（火）　15:00 ～ 17:30
　 場　所：横浜キャンパス 3 号館 209 講義室
　 参　加：24 名（相談員 5 名、教員 8 名、職員 11名）

●主な情報交換会内容
【英語】湘南ひらつかキャンパスでは相談に来る学生たちは基

礎学力があるが、語学学習に苦手意識をもっており、継続的

な学習に取り組んでいないため 4 年次になって駆け込んでく

る件数が多いという報告がなされた。潜在的に困っている学

生を呼び込むための方策を、引き続き検討する必要があると

話し合いが行われた。

【数学】横浜キャンパスでは、数学の内容以外で物理に関する

相談があるが、学習相談員が物理の授業担当の経験があっ

たため対応できたという事例報告がなされた。事務局より、

本報告や工学部のカリキュラム変更等を踏まえ、学習相談

対象科目に物理を導入することを継続的に検討していると

報告した。

【国語】相談に来る学生に関わらず、学生の目的が単位修得に

向いており、レポートの組み立て方やノートテイクの仕方等、

根本的な困難の解消が十分になされていないという報告がな

された。前学期の成績が公開されたあとの落ち込んでいる学

生をターゲットに、セミナーや個別相談時間を設けることで

潜在的に困っている学生を掬い上げたいという提案が両キャ

ンパス学習相談員から伝えられた。

（教育支援センター）



2014 年度 第1 回 FD 研修会　　2014 年 11 月 8 日 ( 土 ) 開催

1. 大学教育と学習
　日本の大学の特徴には、学校以外での社会経験を積んでいない学

生が多いことが挙げられます。一昔前の大学生は、将来にやりたい

ことを明確にしていました。しかしながら、現代の一般の家庭で育っ

た高校生は、具体的に働いている姿を見ておらず、職業自体も多様

化、流動化しており、高校卒業時に、自身の卒業後をイメージする

ことが困難な者が約 6 割います。そこで、このような学生を想定

して教育していくことが肝心です。

　学生の自己・社会認識の度合いを横軸に、大学の教育目的との適

合性を縦軸に示すと、学生を次の4つのタイプに分類できます(図1)。

　日本の大学では、高同調型の学生は全体の３割程度です ( 図 2)。

１年次から４年次まで進級しても、高同調型の学生がほとんど増え

ません。入学当初は大学教育に期待する受容型が多いのですが、そ

れが高同調型に転換しないで、疎外型か独立型に変わっていくので

す。大学教育は、主体性を見いだす方向に学生たちを引きつけるこ

とができていません。

　このように、学生を人格的に成長させられないことは、社会との

関係を築けない卒業生を輩出することになります。就職しても 3 割

ぐらいは 3 年で離職してしまう。そういう意味から、大学 4 年間で

自分が何をしたいのかを明確にすることがとても重要です。

「学生を成長させる」とは、その実態として具体的な問題です。そ

の中でも重要なのは、学生の学習行動です。

　日本の学生がどういう時間の使い方をしているかを調べてみま

した（図 3）。大学生の平均的な１日は、授業・実験が 2.9 時間、

自律的な学習が 1.7 時間、読書等が 0.8 時間、そしてアルバイト・

サークルが 2.7 時間と多くなっています。アルバイトが日常化し

ており、ある意味では、社会性を身につけ、人間的な成長を得てい

ると言われていますが、1 日で 3 時間以上のアルバイトが就職にプ

ラスになることはありません。

　活動時間は 8.2 時間であり、睡眠時間を 8 時間としても、１日

にはあと約 8 時間の残り時間があります。学生がこの残り約 8 時

間を何に使っているのかは、この調査では分かりませんが、学習時

間の伸び代は相当にあるといえるでしょう。

　特に問題なのは、授業に関連して行われる自律的学習時間が少な

いことです。大学設置基準の卒業要件は 124 単位です。計算してみ

ると、授業 1 時間、自分で勉強 2 時間を前提とすると、4 年で 124

単位取得するには 1 日 8 時間の勉強を要します。日本の平均的学生

はフルタイムではなくパートタイム学生になっているのが現状です。

高等教育のユニバーサル化やグローバル化、そして社会や人びとの価値観の変化に伴い、大学教育の根本的な問い
直しが迫られています。日本高等教育学会会長の金子元久先生による大学教育改革の基調講演の後、学生を交えた
ワークショップでは、これからの時代に求められる大学教育についてディスカッションしました。

第Ⅰ部 基調講演
「大学教育の再構築 ―学生を成長させる大学へ―」

 筑波大学教授、東京大学名誉教授
日本高等教育学会会長　　金子　元久
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［ 学外からご参加いただいた方々］
横浜国立大学、関東学院大学、青山学院大学、成城大学、大阪学院大学、北翔大学、
北陸大学、日本女子大学、武蔵大学などからの教職員・学生、神奈川県立の
秦野高等学校、追浜高等学校、横須賀明光高等学校、私立横浜隼人高等学校
の校長や教諭の先生方
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３. 学習を引き出す授業
　どうすれば学生に学習させることができるのか。今までの日本の

大学は、学生に授業を与えて学生に自ら探究させることによって学

生を成長させるというモデルでした。

　しかし、今の社会的状況の中では、学生に勉強を促しても、何を

勉強したら良いか分らない。学生をコントロールしつつ学習させる

モデルが基本的な問題になります。その意味で、授業に関連した自

律的な学習をさせることは、大きなキーになるでしょう。

　ではどうしたら勉強させられるか。これには一般的な正解はなく、

学生を鼓舞していくこと、学生を客観的に把握すること、教員と学

生にインタラクションがあることが大事で、それは単に属人的なも

のではありません。授業は、ただ勉強させればよいものではなくて、

何が学生に必要であるかを考える信念が教員側には必要です。これ

は専門分野の体系からは出てきません。学生を成長させるという論

理は、個々の学術分野からは出てこないため大学が考えるべきこと

なのです。重要なのは専門知識を増やすこと、そしてそれを自己認

識に結びつけること。大学で成長させるということは単に大人にな

るということでなく、知識を植えつつ、知識を媒介して（専門）知

識を増やす、そのことが大学に問われています。

　教育再生実行会議から、「こ

れからの大学教育等の在り方に

ついて」などの提言がなされて

いますが、ここでは学生が成長

するには、実際にどのような現

状と課題があるのかを中心に話

し合われました。

　教員からは、ICT やリアクションペーパーを活用したアクティブ

ラーニングなどの学生主体の授業方法の効果と課題、学生からは、

SA（スチューデントアシスタント）の効果、目標や夢を持つこと、

達成感を持たせることの重要性、高校教諭からは、高校でもアクティ

ブラーニングの取り組みがあること、疎外型タイプの生徒には成功体

験を持たせることや授業のレベルの標準化について報告されました。

　最後には、基調講演をされた金子先生から学生の ｢成長のモデル｣

について熱心な特別講義も行われました。

2. 自律的学習の意味
　日本の大学生の学習の特徴は、自律的学習時間が少なく卒論など

にウエイトがかかっており、1 年次から 3 年次まで自律的学習に対

するトレーニングが少なくなっています。もう 1 つの特徴は、ゼ

ミや研究室は、心理的なサポートができる緊密な小集団であります

が、自律的な学習を体系的に導き出すという役割は、実は思ってい

るほど高くありません。このように授業と自律的な学習が分離して

いることが問題です。

　これまでの社会は、製造業を中心とする大組織、職場組織による

知識伝達、企業間の安定した関係があり、これに大学教育は対応し

ていました。これからの社会は、高い流動性、非安定性、既存組織

の枠組みの限界があり、活動分野、組織の恒常的な組み換えが起こ

ります。そこで必要とされる能力は、現実を広い視野から客観的に

とらえる知識的基盤、異質なものとの協力から新しいものを作る態

度とそれを支える自己認識になります。

　企業の人事担当者の大学卒業者に対する評価では、半数以上の

企業が ｢論理性｣ や「読み書き能力」を ｢とても高い」｢やや高

い｣ と評価した半面、不足が目立ったのは「人格的な成熟度」で

した。これが最大の問題です。（図 4）。

　これにはどういった教育を望んでいるのか、非常に高く一致して

いる点は、一定の専門知識・考え方を身につけさせる、それがコン

ピテンスやアイデンティティをつくるのに役立つと捉えている人が

多くなっています（図 5）。専門職業知識だけで、仕事に結びつく

と考える人はかなり少数で、重要なことはコミュニケーション能力

や人格の形成です。それをどうやっていけば養えるのか、それは基

礎となる知識を確実に身につけさせることです。人格が必要だから

といって、人格を直接に教育できません。学生と教員が話し合うこ

とによって、色々な考え方・見方を作っていくことが重要だと社会

の人は考えています。ただ教え込むのではなく、学生が自律的に勉

強する。それは単に勝手にやらせるのではなく、一定のアカデミッ

クな体系を基にして、学生が自分で学習し、探究する、そういった

機会を作るために時間を使わせるということが重要になります。

教員、職員、学生、卒業生、高校教諭、社会人を学外からも
招いて、学生を主体的な学習者にするために、授業方法、コミュ
ニケーションの工夫について、それぞれの立場から活発にディ
スカッションしました。その後、全体で報告会が行われました。

第Ⅱ・Ⅲ部 ワークショップ＆報告会
「学生が成長する教育とは？」
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ベストティーチャー（1 名）

グッドティーチャー（7 名）

松澤　和光　工学部 教授

●総合工学プログラムの運営 ●総
合工学プログラムにおけるＰＢＬ

（Project Based　Learning：問題
解決型学修）の導入 ●ＦＤワーク
ショップにおける講演 ●総合工学
プログラムにおける学習支援活動
としての「自習塾」の運営

石黒　敏明　外国語学部 教授

●学部学生への卒業論文指導 ●海外企
業見学、英語圏大学への派遣語学研修
における引率 ●高大連携プログラムに
おける授業開講

陳　春平　工学部 特別助教

●再履修学生を含めた学生の基礎学力
不足解消に向けた授業運営 ●理解度を
高める「穴埋めノート」を用いた授業
●留学生に対する特別指導

松本　安生　人間科学部 教授

●「社会調査実習」における学生の実
践体験・ＫＵスタジオの運営 ●ブック
オフコーポレーションとの「本の架け
橋プロジェクト（国際支援事業）」の取
り組み ●学生主体の広報活動支援

田中　則仁　経営学部 教授
●インターゼミナール大会の企画・運営
●ゼミナール活動（他校学生との討論会、
海外研修）●学生参加型授業、対話型コ
ミュニケーションを用いた授業の実施 ●
神奈川産学チャレンジプロジェクトプロ
グラムにおけるゼミナール生の受賞

後 藤 　 晃 　経済学部 教授

●ＦＹＳでの工夫（新入生の文章力向
上）●学生の主体性を重視した「経済
ゼミナール」でのゼミ指導 ●「中東政
治経済論」を通した教育活動

鈴木　健児　工学部 助教

●製図教育による技術者養成 ●模型
製作コンテストの企画・実行 ●機械
工学実習を兼ねた科目「ＭデザインＡ」
の立ち上げ

野宮　健司　理学部 教授

●研究室運営 ●化学入門科目、教職課
程の化学関連科目の担当・研究者の育
成につながる学生指導

教育貢献表彰制度について
　2014 年度においては、各学部からの推薦を経て、以下のとおり、1 名のベストティーチャー、7 名のグッドティーチャー
が選ばれ、9 月 26 日（金）の評議会終了後に多くの方々が集まる中、表彰式・懇親会が盛大に行われました。
　なお、教育貢献表彰制度とは、神奈川大学の教育理念及び各学部の教育目標に基づき、本学の教育活動における教育職員
の特に優れた貢献に対して表彰する 2011 年度から始まった制度であり、今年度で 4 回目を迎えます。

【教育貢献表彰担当　齊藤隆弘副学長のご挨拶】
　大学教育改革が求められている昨今、本学においてはＦＤ活動と絡めた諸策の一つとして本制度を立ち上げました。
OECD 加盟国をはじめとする欧米諸国の学生を見ると、一定の社会経験をもった学生が多くを占めているのに対し、日本
では年齢の多様性がなく、高校を卒業して間もない学生が多くを占めています。そのようなこともあり、日本の大学は専門
的な内容を教育するだけでなく、高校から入学してきた学生を育て上げ、かつ質を上げることも求められています。そのた
め多くの先生方が正課授業の中で、学生との濃密な接触により教育活動に取り組んでいらっしゃいますが、受賞された先生
方におかれましては、授業以外の場面においても学生への指導に注力してくださっています。
　今回は社会にアピールする新たな試みとして、受賞された一部の先生方の授業を WEB 公開いたします。受賞された先生
方の様々な取り組みを模範的な姿として、多くの教職員、学生の財産となることを期待しています。

ベストティーチャー賞を受賞してのコメント
　松澤和光　工学部電気電子情報工学科 教授（総合工学プログラム）

　総合工学プログラムは、工学部内で学科横断的に構成された新しい教育カリキュラムです。今後の分野複合的な技術発展
において、多くの人々の多様な知識を連携させ得る、広範な技術力とコミュニケーション力ある総合エンジニアの育成を目
指しています。このため、従来の座学中心の講義とは異なり、学生の自主性を引き出す PBL 形式授業や、複数の教員が協
力して授業運営するチームティ－チングの科目を様々に企画・検討して参りました。今回のベストティーチャー賞はこうし
た教育活動を支える多くの教職員を代表して頂いたものと考えます。また、これら新しい形式の学修を支援するため、学生
の自発的な勉学の場である自習塾や、学生個別の相談に対応するヘルプデスク等を提案・設定して参りました。こうした学
修支援では TA・SA など多くの学生にも協力を頂きました。今後もよりよい教育の実現に向け、多くの人々の力の結集に
貢献できればと願っております。

授業等の公開について
　ベストティーチャー、グッドティーチャーに選ばれた先生方は教育貢献の取り組みについて授業等を公開すること
としております。今年度についても後期開講科目を対象に公開しており、多くの教職員、学生のみなさまに聴講いた
だくことが出来るようご案内しております。また今年度より、受賞された一部の先生方の授業を WEB 上で公開いた
しますので、詳しくは大学のホームページ（http://www.kanagawa-u.ac.jp）をご覧ください。

『神奈川大学教育貢献表彰』が行われました



授業の様子

授業で使用する道具
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学習の促進とフィードバック

　一般外国語の日本語科目は、外国人留学生を対象
とし、その中でもアカデミックスキルを養成する科
目は 8 つである。今回はディベートを中心に行って
いる「日本語ＥⅠ、Ⅱ」の授業について紹介する。
　この授業は、最終的にゼミナールなどの少人数の
授業で行われる議論に参加する、あるいは主導的に
議論を行うために必要な力を養成することを目的と
している。議論の訓練は FYS などでも行われてい
ることと思うが、留学生に不足しているのは、イン
トネーションなども含めた発音の正確さ、長い修飾
句を含む名詞句や複文を使いこなせる文法力、曖昧
な思考であっても、適切な言葉を選択しまとめあげ
る運用力である。この技能向上のためにまず必要な
ことは、自らの発話を客観的に確認することである
が、音声は消えていってしまうものであるために難
しい。そのため、授業ではクラスメイトからのフィー
ドバックを活用している。理解不能な発話がされ、
それが大意の把握を阻害している場合は、判定役の
留学生から、「もう一回言って」などの質問が飛ぶ
ような仕組みを作っている。分かりにくさの原因は
発音の未熟さにあることが多いのだが、難易度と専
門性の高い語彙がキーワードとして使用された場合
にも同様のことが起こる。その場合は、板書によっ
て語彙が共有され、判定者側がフィードバックを受
ける側となる。スピーチ担当者が答えに窮した場合
は、チームの仲間が助けるなどするが、判定者側か
ら助けが出ることもある。フィードバックは、多方
向から行われ、スピーチを担当した留学生は、その
場で、あるいは後に行う振り返りの際に、これらの
フィードバックを参考に、客観的に自分を見ること
になっている。
　今年度は、本科目を履修していない学生＊に判定
役として参加してもらう機会を設けた。これらの学生

からのフィードバック（コメントシート）を読んだ
留学生の感想は「感想の書き方が優しい」「発話内
容を細かく記入してもらえて、自分が話している内
容がちゃんと伝わっていることが分かった。嬉しい」
という肯定的なものが多く、コメントの書き方とし
て参考にしようとする様子が見られた。中にはコメ
ントシートの字が丁寧になる、記入の量が増えるな
どの改善が見られたケースもあった。目標言語を母
語とする学生が書いたコメントに接することは、内
省を行う際の基準作りに影響を及ぼす。できれば
もっと多くのコメントシートに接してもらいたい。
　今回紹介したクラスにおいては、ボランティア
の学生に判定役をお願いしたが、ＳＡを導入し、
教室内に接触場面を設けているクラスもある。留
学生と一般の学生との交流が、互いに良い化学反
応を起こすような学習環境作りに、今後も取り組
んでいきたいと考える。

外国語学部　国際文化交流学科　特任准教授　髙木南欧子

＊ここで言う「学生」は、日本語を母語とするか、あるいは母語と同
等のレベルを持ち、本科目を履修する必要がない学生をさす。一般
に、学生を「留学生」と「日本人学生」に分けることがあるが、留
学生でなくとも、国籍が日本ではない場合もある。また、家庭内の
文化が複数、あるいは他言語圏の文化である場合もある。よって、
ここでは二分法による「日本人学生」という表現は使用しない。
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〔委 員〕
委員長  齊藤 隆弘、副委員長  杉山 崇、副委員長  出口 裕明、法学部  柴田 直子、経済学部  出雲 雅志、経営学部  行川 一郎、外国語学部  新木 秀和、
人間科学部  杉山 崇、理学部  平田 善則、工学部  松井 正之、学修進路支援委員会  髙橋 一幸、学生生活支援委員会  石黒 敏明、メディア教育 ･ 情報システム委員
会  熊谷 謙介、 入試管理委員会  金子 匡良、大学院学務委員会  柳澤 和也、共通教養教育推進委員会  酒井 良清、 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 )  西原 聖織、 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 )

2014 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員

　神奈川県内の大学の発展、教育改善の基盤となる大学間 FD 連携を目指し、2014 年 7 月 10 日（木）、神奈川大

学にて上記三大学による、初めての FD 懇談会を開催いたしました。

　三大学から合計 15 名の教職員が参加し、現在のそれぞれの大学の FD 活動についての報告や、他大学への質疑な

どを行い、活発な意見交換が行われました。

　横浜国立大学の「教育改善学生グループ」の取り組みや FD に関するシンポジウムを教授会の開催前に短時間で

実施し教員の参加を促す試みなどが、また関東学院大学の「大学生基礎力養成講座」の活性化のための改善策などが、

議論の中でも注目を集めました。

　また、本学の報告の中では、「学生 UD（University Development）委員会」の発足や、ピア・サポート及びピア・

エデュケーションの取り組みなどについて関心が寄せられました。

　今回の懇談会をきっかけに、県内、市内の大学間の FD 連携および各大学 FD 活動が活性化されることが期待されます。

関東学院大学、横浜国立大学、神奈川大学の三大学による
FD 懇談会を開催しました
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各大学からの参加者（敬称略）

【横浜国立大学】
　大学教育総合センターＦＤ推進部門長　上野 誠也、

　学務・国際部教務課長　岸 信治

【関東学院大学】
　高等教育研究・開発センター長　出石 稔（法学部教授／副学長）、

　同センター　次長　松下 倫子（人間環境学部教授）、 

　同センター研究員　奈良 堂史、 木田 竜太郎、

　同センター企画課課長　千葉 隆行、同センター企画課係長　眞山 俊介

【神奈川大学】
　教育支援センター所長　齊藤 隆弘（工学部教授／副学長）、　

　同センター副所長　杉山 崇（人間科学部教授）、

　同センター事務部長　松岡 博之、同センター課長　旭 馨、 

　同センター課長補佐　柿沼 香奈、 同センター課員　梅香家 睦子、楢山 翔太
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