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等）、仕事の道具（ICT・情報リテラシー等）、

世界で暮らすための技能（市民性・責任感・

寛容性等）から構成され、高等教育の観点

からは、思考の方法と仕事の方法が重要で

あるとされています。思考の方法とは、創

造力、イノベーション、批判的思考、問題

解決、意思決定、学び自体の学習等のキーワードで指示され

るものですが、メタ認知方略と呼ばれる学習概念が最も照合

しています。メタ認知方略とは、『自分には何が分かっている

か、何が分かっていないかを知っており、自分が分かってい

ないことをどのように学んだらよいかを体験的に認知してい

る』こととされています。そして、現実の問題に取り組む際に、

学んだことを生きた知識や経験としてチームワークの中で活

用し、展開せよということです。これらを、高等教育の究極

の目標にせよということです。大学は、若者に、このような

力と精神を植え付ける責務が期待されているのです。

　大学教員には、日々自らが携わっている個々の教育を上記

の視点から radical（根本的）に見直し、刷新していくことが

求められています。こうした刷新へ向け、日々の教育の実践

の場での体験や実験を教員間で分かち合うことが大切である

と思います。そのためには、教育現場に近い位置での日常的

な FD 活動を活性化することが有効であり、教育支援センター

はその支援に注力します。教職員各位のご協力のほど、お願

いします。

1　21世紀社会に求められる大学教育への刷新へ向けて　

2　2015 年度 FD・学生支援推進委員会の活動について

　現代社会は、個人にとっても、社会にとっても、予測困難

な時代に突入したと言われ、大学教育への期待も様変わりし

つつあるとされています。予測困難性に関し、近年よく引き

合いに出される話題に、未来の職業に関する予測があります。

　最近のホットな話題に、2013 年に発表された、Oxford

大学の社会学者 C. B. Frey 研究員と人工知能学者 M. A. 

Osborne 教授による研究報告があります。これは、米国労働

省のデータに基づき、702 業種について、コンピュータによ

る自動化に対する脆弱性を統計分析した研究報告で、今後 10

年から 20 年の間に消えそうな職業をリストアップしていま

す。各職業において、自動化が困難とされる 9 特性、すなわ

ち指の器用さ、手先の器用さ、狭小空間・変則的な姿勢、独創性、

芸術性、社会洞察力、交渉、説得、他者への気遣いを設定し

て統計分析を行い、『業務管理や事務関連のホワイトカラーや

単純なサービス業等を中心に、現在の職種の 47% が今後 10

年から 20 年の間に消える可能性が高い』と報告しています。

　予測困難な現代社会を生き抜くためには、どのような力

が必要なのでしょうか。2009 年に発足した ATC21S（The 

Assessment & Teaching of 21st Century Skills）という高

等教育に関する国際的研究組織（米国、オーストラリア等の

六ヵ国の産官学が協力して活動）は、どの分野にも転移可能

な generic（根本的という意味で汎用的）な能力を重視し、21

世紀型スキルを提唱しています。21世紀型スキルは、思考の

方法、仕事の方法（コミュニケーションやコラボレーション

21世紀社会に求められる大学教育への刷新へ向けて 教育支援センター所長　齊藤　隆弘

3　特集「教育支援センター開設から 3 年間を振り返って」

4　障がい学生支援アドバイザーの就任
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　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、2015 年度の活動方針を定めました。

　Ⅰ . FD 活動

１ 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分析及び各組織（学部等）による
　　活用の促進
　・組織的活用のための分析方法の検討（GPCA とのマッチング
　　を含む）
　・各学部 FD 委員会等による授業アンケートの組織的活用事
　　例の共有

（2）2015 年度学生の学修状況調査の分析及び各組織（学部等）
　　による活用の促進
　・授業アンケート非実施年度に、学生の学修実態を把握する

ための新たな記名式のアンケート調査・調査結果を GPA など
の成績データや出席状況と合わせた複合的な分析

（3）2016 年度授業アンケートの実施内容検討及び各組織（学部
　　等）による活用の促進
　・組織的活用を推進するために、アンケート項目の見直しと記

名式の検討等
（4）各種研修会の活性化
　・新任教員対象、学生参画型ワークショップ等の開催
　　（横浜市内他大学との共催についても検討）
　・学生 FD（ピアサポート）活動の参画及び学生ファシリテーター
　　育成
　・学修状況調査結果及び初年次教育（FYS テキスト利用アン

ケート等）の報告（共通教養教育推進委員会、学修進路支
援委員会との共催）

　・障がいのある学生の学修支援（KU スクエア小委員会主催）　
　・学部等の各教育組織の FD 活動に資する情報共有・提供

（5）FD 活動に関わる外部研修会及びセミナーの積極的活用
（6）TA（ティーチング・アシスタント）及び SA（ステューデント・
　　 アシスタント）の実績調査及び運用改善

（7）入学前教育課題及び入学前スクーリングの内容、方法の見直
しの検討

２ FD 活動のさらなる推進のための各組織との横断的連携強化

（1）各学部及び研究科（大学院学務委員会）の FD 活動の促進及び
情報収集

　・アクティブラーニング（双方向型・反転授業）、PBL（Project 
　　Based Learning）、ICT の活用、インターゼミナール大会、　

社会体験教育 等
（2）学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会、メディア教育・

情報システム委員会、入試管理委員会等との連携強化 
（3）高大連携協議会との連携強化 

　Ⅱ . 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・ラーニング
　　（学びあい）の推進

3 障がいのある学生支援の充実

（1）障害者差別解消法（2016 年 4 月施行）に関連した支援体制整備
（2）各学部・学科等との連携強化
（3）学内構成員への啓発活動

4 学生ボランティア活動の支援及び推進

2015 年度 FD・学生支援推進委員会の活動について



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

Ⅰ．教育支援センター開設の経緯とミッション

Ⅱ．組織・体制

Ⅲ．施設・設備

Ⅳ．活動内容（2012～2014年度）
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特集「教育支援センター開設から 3 年間を振り返って」

　2012 年 4 月、本学に新たな組織として教育支援センターが

開設され、2015 年 3 月で 3 年が経過しました。この FD ニュー

スレター No.15 では、これまでの教育支援センターの活動

（2012～2014 年度）をまとめました。

　2007・2008 年の大学院及び大学の設置基準の一部改正

（いわゆる FD 義務化）に伴って、本学においても学長の下に

｢FD 全学委員会｣ を 2008 年度発足させ、組織的な FD 活動

に取り組んできました。しかし、授業アンケートの組織的活

用の開始、FD 研修会による啓発活動等で一定の成果を見せ始

めたものの、FD 活動についての調査・研究や方針・企画の策

定等が不十分な状況にありました。

　そこで「成長支援第一主義」を掲げる本学の教育の質向上

を図るため、①従来の FD 全学委員会が担ってきた FD 活動を

高度化し継続発展させること、併せて②高校卒業までの教育

課程の変革に伴って学力が多様化しつつある本学学生を大学

での学びに適応できるように自主的・自律的学習者へと転換

させ、さらには学生の潜在的能力を引き出すための多彩な学

習支援を行うことをミッションとして 2012 年度教育支援セ

ンターを開設するに至りました。

　また、本学教育支援センターの特色として、学生支援スペー

スを新たに併設し、学生 FD 活動を中心とした支援を通じて

得た学生実態に関する知見や経験を、FD 活動に還流させるこ

とにより、新しい業務を創造しています。

　教育支援センターは、学長の下に設置されており、所長並

びに FD 活動担当及び学生支援活動担当の副所長 2 名の統括

の下、事務局として、事務部（次）長、課長及び各キャンパス

に専従の事務職員 [ 横浜 4 名（内 1 名派遣職員）、平塚 3 名

（内 1 名契約職員）] を配置しています。また、教育支援セン

ターの運営委員会として、所長・副所長・事務部（次）長に加

え、各学部 FD 委員長及び関連委員会（学修進路支援、学生生

活支援、メディア教育・情報システム、入試管理、大学院学務、

共通教養教育推進）委員で構成する「FD・学生支援推進委員会」

を設置しています。さらに学生支援に関する事項を協議する

「KU スクエア小委員会」を設置しています。

　横浜キャンパス教育支援センターは、1 号館の学生掲示ホー

ルを改修して開設しましたが、2014 年 4 月、3 号館の竣工に

伴い、3 号館 1 階に移転しました。一方、湘南ひらつかキャ

ンパス教育支援センターは、学生ラウンジだった 8 号館を改

修して開設しました。

　両キャンパスとも教育支援センター事務室及び学生支援スペー

ス ｢KU スクエア｣ を併設しています。｢KU スクエア｣ では、学

生の自習、ピアサポートやグループ学習のための可動式テーブル・

チェア、ホワイトボード、自由に利用できるパソコン、及び両キャ

ンパスを繋ぐ TV 会議システム等の設備があります。また学習相

談のための個室（横浜 3 室、平塚 2 室）も用意しています。

１．FD 活動

　教育支援センターでは、FD・学生支援推進委員会での審議に

より、各学部・研究科等の FD 諸活動の取組みについて情報共有

を図るとともに、学生の参画も得て、より実践的な FD 活動にも

組織的に取り組んでいます。また、2014 年度からは、横浜市内

の三大学（横浜国立大学、関東学院大学、神奈川大学）による大

学間 FD 連携（FD 研修会の相互による参加等）も開始しています。

 Concept  学生参画、横浜市内他大学間 FD 連携を通じ
た多角的視点による FD 活動の活性化、授業アンケート

の組織的活用を促進するために個別アンケート結果の公

開、プレジンダイセイミーティングの開催
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（1）FD 研修会
　FD 義務化以降、毎年開催している FD 研修会をより実践的

に行うため、2011 年度からは学生も参画できるワークショッ

プ型の研修会へと発展させてきました。また、2014 年度第

1 回研修会 ｢大学教育の再構築～学生を成長させる大学へ～｣

では、多くの他大学、高等学校の教職員及び学生の参加があ

りました。

（2）教育改善のための学生による授業アンケート
　2002 年度から隔年により全学部で実施している授業アン

ケートを継承し、次のとおり改善を図りました。

（3）入学前教育課題及び入学前スクーリング
　　｢プレジンダイセイミーティング｣
　本学では、2004 年度から全学部学科において、AO・各

種推薦等入学試験による入学予定者に対して①学習意欲及び

学習習慣の維持、動機づけ、②入学前に必要な基礎学力の確

認及び補習を目的とした入学前教育課題を提供しています。

2014 年 12 月、新たな試みとして、課題に主体的に取り組

むよう促すことを目的として一部の学部学科 ( 外国語学部英

語英文学科、工学部情報システム創成学科・総合工学プログ

ラム、経営学部、理学部 ) で入学前スクーリング「プレジン

ダイセイミーティング」を実施しました。

2．学生支援活動

（1）学生の日常的・継続的な学習相談
　横浜、湘南ひらつか両キャンパスの KU スクエアにおいて、

大学での学修に必要な基礎学力を補うため、さらにはその能力

をさらに伸長させるために学習相談員（元高等学校教諭）を配

置し、学習相談（英語、数学、国語（文章表現））を実施して

 Concept   多様化する学生に対する支援の充実 ( 障が
いのある学生支援を含む )、学習相談による学習困難者

等への支援 ( 休退学者の抑制 )、学生ボランティア活動

支援及びピアサポート、ピアラーニングの推進

【2012 年度】
①「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、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 ･･･」へと改めた。

②設問「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（授業満足度）」を「この授業を履修して良かったと思い
ますか（履修充足度）」に変更した。

③ 教育改善への組織的活用を促すため、各学部ＦＤ委員会等からの要
望に応じてクロス集計や統計分析を提供した。

【2014 年度】
①個別授業科目データを公開とし、授業アンケート結果の統計的信頼度

の向上と教育改善への組織的活用を促進した。
②設問 ｢この授業を履修して良かったと思いますか（履修充足度）｣ に

｢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）｣ を追加した。

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
を増やした。

2014 年度第 1 回ＦＤ研修会
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います。継続的に利用する学生が多く、国語（文章表現）では、

初年次教育（FYS 等）との連携や何らかの教育的配慮が必要と

思われる学生も見受けられます。また、英語や数学の利用学生

が多く、2013 年度には開講曜日の増設、加えて学習相談員の

増員（横浜：英語 1 名）を図っています。

　その他 2013 年度からは、テーマを絞った学習セミナーを

開講するほか、毎年、各学期の学習相談利用状況について、

学習相談員と本学教職員との情報交換会を行なっています。

（2）障がい学生支援
　障がいのある学生またはその保護者からの申請（受験特別

措置者を含む）、健康診断の問診の結果等により学修について

困難な状況が考えられる場合、保健管理センター及び学生相

談室と連携して個人面談及び困り具合セルフチェックを行っ

ています。その結果、支援（教育的配慮）が必要であると判

断された場合は、関係部署や授業担当者に障がいの状況と困

り具合を伝えて支援に繋げています。

　2014 年度からは、全教職員及び全学生に対して障がいの特

徴や支援についての理解を深めるために「障がいのある学生と

ともに」（リーフレット）を発行するとともに、入学手続書類「障

がいや病気により入学後の学生生活に不安がある方へ」の郵送

による相談窓口の周知及び入学の事前相談を行っています。

　障がいの種別については、肢体不自由、聴覚に加え、発達障

がいのある学生の相談が多くなっています。その困り具合に適

応した合理的配慮のあり方は、教職員及び学生の理解の上に成

り立つものであり、より一層の啓発活動が求められています。

　また、横浜キャンパスの障がいのある学生の就労支援につい

ては、横浜市協働（厚生労働省委託）事業である自立 ･ 就労支

援施設 ｢よこはま若者サポートステーション｣ 及び就職課と連

携して行っています。

（3）学生ボランティア活動支援
　教育支援センターでは、本学学生のボランティア活動を支援

するために、学内外のボランティア情報を掲示やホームページ

等で周知しています。

　また、横浜キャンパスには、学生が主体的に運営する学生ボ

ランティア活動支援室（19 号館 3 階）があり、当支援室が主催

する企画や学生ボランティアサークルが主体的に企画する主な

活動についても支援を行っています。

【主な相談内容】
●高校と大学の学びの違いに関するアドバイス ●高校で苦
手だった分野の補習 ●大学の授業で行われる試験（中間・
期末）、プレゼンテーション、レポート課題等の対策 ●大
学院進学、就職やインターンシップ対策 ●資格試験、スキ
ルアップを目指ざした相談  etc.

【学生ボランティアの主な活動内容】
●ボランティア説明会 ●他大学ボランティア団体との交流
会 ● Change JINDAI（キャンパス周辺のゴミ拾いイベン
ト）●全国学生ボランティアフォーラム参加 ●神奈川新聞
花火大会の市民観覧席誘導ボランティア ●文房具・Ｔシャ
ツ回収プロジェクト ●広報誌 ｢Your Field」の発行  etc.

SPI

SPI

SPI

UP

学習相談受講生との座談会

「あなた」が伝わる文章を書くには？
客観的なレポートを書くには？
　～効果的な「引用」術を身につけよう～

2013-2014 年度 学習相談セミナ―のテーマ一覧

●教育支援センターで支援している障がい学生数

※各年度 6月末の相談学生数



新入生なんでも相談アスクカウンター

（4）ピアサポート、ピアラーニング
　毎年４月、履修登録が確定するまでの期間、教育支援センター

では、学生の主体的活動である「新入生なんでも相談窓口アス

クカウンター」を支援しています。大学の活性化を目指すサー

クルから本活動を継承した学生 UD 委員会※が 2014 年度から

運営しており、大学の学びの仕組み（履修登録方法、カリキュ

ラム、単位制度等）や学生生活に関して、新入生が気軽に相談

できるピアサポートの場となっています。この他にも学生生活

支援部で行っている「学生チャレンジプロジェクト支援」で採

択された「数学学習プロジェクト」等のピアラーニングも芽生

えています。

3．その他

TA（ティーチング ･ アシスタント）、SA（ステューデント ･
アシスタント）
　TA 規程では、｢学部及び大学院の講義、実験、実習、演習等
の教育的補助業務に従事させ、学部及び大学院の教育の充実並
びに大学院生の教育・研究能力の発展に資することを目的｣ と
規定しています。一方 SA は、2010 年度から初年次教育科目
FYS の授業の運営に参加させ、教員と学生の橋渡しとなって授
業改善へとつなぐ役割を担うとともに SA 自身の主体性、責任感、
大学への帰属意識などを目的として試行的に行ってきました。
　アクティブ ･ ラーニング（双方向授業、反転授業 ) 等を促進
するため、授業運営に関わるサポートは必要不可欠であるもの
の、大学院生数の減少等から TA の十分な確保が困難な状況に
なり、その対応策として、2013 年度から SA の活用を FYS に限
らず全授業科目へと試行範囲の拡大を図りました。
　TA には年度末に、SA については各学期の終了時に、授業担
当者とともにそれぞれアンケート調査を実施しています。その結
果、2013 年度から試行範囲を広げた SA の 2 年間の実績を踏まえ、
SA 規程を整備し、2015 年度から施行することとなりました。

6

（学生スタッフの感想）
アスクカウンターをやって良かったと思うこと
●履修相談など大学生活のスタートを手伝う重要な役割にや
りがいを感じた。●部活とは違う交友関係ができた。●先輩
方や 1 年生と話ができて自分も頑張ろうと思った。●次年度
もスタッフをやりたい。

※学生 UD（University Development）委員会は、｢学修 + 学習
活動｣ のみならず ｢課外活動｣ も含め、学生が自主的に本学を
活性化させる（University Development）取り組みを行う委
員会として 2013 年度に発足しました。全国学生 FD サミット
への参加や、KU ウェルカムガイダンスへの協力など活動を広
げていますが、今後学生による種々の勉強会、セミナー、交流
イベント等を企画実施することが期待されています。

 Concept   優秀な学部生による｢ＳＡ(ステューデント・
アシスタント ) 制度の確立｣、アクティブ・ラーニング ( 双

方向型授業、反転授業 ) の促進

2012-2014 年度
新入生なんでも相談窓口アスクカウンター
相談件数 ( 延べ人数 ) と協力スタッフ学生数　

※ 2012 年度の相談件数は概数



学生 FD サミット 2014 夏（京都産業大学）

Ⅴ .今後の課題について
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教育支援センターは、この 3 年間、FD 活動と学生支援活動に
取り組んできましたが、成果があった事業がある一方で、様々
な課題もみえてきました。

１.FD 活動
　FD 活動については、FD 研修会において、学生の参画を得
て、より実践的なワークショップが実施でき、横浜市内他大学
間 FD 連携による懇談会も開始されました。また授業アンケー
ト実施にあたっては、設問項目の見直し等により組織的活用の
促進が図られました。学生 FD 活動については、2013 年春に岡
山大学学生 FD サミットに初めて参加し、以降継続的に立命館
大学、東洋大学、京都産業大学の同サミットに参加しています。
学生 FD サミットへの参加を契機として横浜・湘南ひらつか両
キャンパスにおける本学学生 FD 活動の萌芽がみられ、学生主
催による教育に関するセミナー開催など今後のますますの発展
を期待しています。

　一方、FD 活動の課題は、教育支援センター開設当初のミッ
ションにあった FD に関する専従の研究者を配置し、本学の教
学実態を踏まえた高度な組織的 FD 活動が展開できていないと
ころにあります。FD に関わる調査・研究やそれに基づく組織
的及び個々の教員による教育（授業）改善等のための方針・企
画の策定など、FD に対する支援が脆弱なままとなっているため、
本学における教育の質向上のために必要な人材確保は、組織開
発（Organization Development）とともに喫緊に取り組むべき
課題となっています。

２. 学生支援活動
　学生支援活動については、学習相談、障がい学生支援、学生
ボランティア活動支援（ピアサポート）等それぞれに課題がみ
えてきました。
　学習相談については、潜在的に学習相談が必要と思われる
多くの学生が利用していないことにあります。これまでの相
談者及び相談件数をみると需給は釣り合っていますが、さら
なる学習相談者の増加を図るとともにワンポイントレッス
ン等自学自習を促す学習指導や教材提供が求められるところ
です。また学習相談者の入試種別を確認しての入試制度への
フィードバック、休・退学の抑制に繋がっているかを検証す
るための成績（GPA・取得単位数）データとのマッチングも
進めることとします。
　障がいのある学生支援については、本学教職員及び学生の理
解と協力を得て一定の配慮が進んでいる一方で、2016 年 4 月

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる
「障害者差別解消法」）の施行と相まって、予想以上に教育支援
センター内の業務を圧迫しています。「障害者差別解消法」に
ある『合理的配慮』の基本的な考え方は、修学機会の確保の一
方で、高等教育の質の維持が求められています。個々の障がい
のある学生の教育的ニーズを充分に踏まえ、本学にとって過度
の負担にならない変更 ･ 調整が求められています。また、これ
らの支援業務は、障がい学生支援に関わる専門職のいない教育
支援センター内で完結できるものではなく、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の連携協
働が欠かせません。教育支援センターでは、2015 年度に採用
した障がい学生支援アドバイザーの助言を得て組織的な支援シ
ステムの構築を検討することとしています。
　最後に学生ボランティア活動支援及びピアサポートの推進で
す。横浜キャンパスでは学生ボランティア支援室が設置され、学
生スタッフが主体的な活動を展開していますが、湘南ひらつか
キャンパスには、学生のボランティア活動を支援する組織と施設
の整備がなされていません。クラブ・サークルに所属するのと同
様に正課外であるボランティア活動は、それに携わることにより、
学生を大きく成長させることから、両キャンパスとも同様な環境
を整える必要があります。また別途運営されている東日本被災地
支援活動も含めた本学ボランティア支援のあり方や担当部署につ
いて、あらためて検討が求められます。｢新入生なんでも相談ア
スクカウンター｣ によるピアサポートは、新入生の多くが本学で
の学修や学生生活に円滑に適応するために欠かせないものとなっ
ています。学生 UD 委員会が中心となり、先輩学生スタッフ（無
償ボランティア）を募っていますが、その確保がアスクカウンター
の成否にも関わっています。有償・無償を問わず学内で活躍して
いる他のピアサポート（オープンキャンパススタッフ、広報スタッ
フ、就活ピアサポーター、外国人留学生チューターなど）との有
機的連携を図ることが求められます。

　以上のとおり教育支援センターのこれまでの 3 年間は、本学
において十分でなかった業務に対して創造的に取り組んできま
した。2015 年度は開設 4 年目を迎え、当時の新入生が卒業を
迎えることになり、今回同様に総括が求められます。本学にとっ
て教育支援センターが果たした成果と今後の課題についてはあ
らためて検証することとします。

（教育支援センター） 



　

2015 年度学習相談

横浜キャンパスでは、利用者数の増加により学習相談員の増員、曜日が増設されました。

澤田 陽子（英語）
月・水・金

川口 隆文（英語）
火・木

浅井 紀子（英語）
火・木

榎本 里志（数学）
月・水

筒井 勇喜治（数学）
月・木・金

兵頭 かおり（国語）
火・木

田中 義行（数学）
火・水

伊東 淳子（国語）
火・木

横浜キャンパス

湘南ひらつかキャンパス

相談時間 13:00ー18:00

相談時間 12:00ー17:00
※水曜日のみ 11:00ー14:00

英　語：月～金
数　学：月～金
国　語：火・木

（文章表現）

英　語：火・木
数　学：月・水
国　語：火・木

（文章表現）
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　障害者の権利に関する条約の批准への動きが進行する中で、
「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告」がまとめら
れ、各大学では様々な取り組みが展開されてきました。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）」（2016 年 4 月施行）が制定される中、これ
までの大学の実践を踏まえた新たな展開が求められています。

「教職員のための障害学生修学支援ガイド（平成 26 年度改訂
版）」では、障がいのある学生が主体的に関わる中での支援環
境づくり、そのための大学内の各教育組織が主体的に関わる

障がい学生支援アドバイザー  中田  正敏 先生 が就任しました

東京教育大学大学院文学研究科西洋史学（ロシア史）専攻修了。神奈川県立高等学校に世界史教員として赴任。その後、
神奈川県教育委員会で特別支援教育、教育相談関係の業務に携わりつつ、特別支援教育、インクルージョン、教育相談
等に関する研究に関わる。その後、盲学校の校長を経て、高等学校の校長を務める。論文「支援論～ニーズに対応する
資源の組み合わせ～」（独立行政法人国立特殊教育総合研究所プロジェクト報告書Ⅰ・Ⅱ　2004）などがある。

【中田 正敏先生のご経歴】

体制づくりなどが課題とされています。
　教育支援センターにおいても、本学の
人的・物的資源を活かし、目の前にいる
障がいのある学生と向き合う支援システ
ムの構築が喫緊の課題となっています。
そこで神奈川県の行政、学校経営の立場
で、障がいのある児童生徒に支援ができ
るシステムづくりに貢献されてこられた中田正敏先生を障がい
学生支援アドバイザーとして2015年4月からお迎えしました。

副学長（障がい者支援担当）出口 裕明

〔委 員〕
委員長  齊藤 弘、副委員長  杉山 崇、副委員長  出口 裕明、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  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  金沢 謙一、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  大川 千寿、大学院学務委員会  進藤 晋、共通教養教育推進委員会  金子 匡良、 教育支援センター事務部次長  旭 馨 ( 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)  笠原 義和、 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  千葉 陽史(以上5名)

〔事務局：教育支援センター〕
柿沼 香奈、 沼倉 実、 原田 千栄美、田村 絵美里、 楢山 翔太、藤本 隆寛、岡本 朗子 ( 以上 7 名 )

2015 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員
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