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ません。教育支援センターは 2012年 4 月に開設さ

れて、すでに4年半になります。本センターの課題は、

学生に自主的な学修を行わせるような制度設計を確

立するかだと思います。

　財政の話で恐縮ですが、本学が置かれている状況

から当センターが避けて通れない課題として、私学

助成金の配分方針の変更があります。従来は学生規模などを基準に配分

されていた国からの助成金が、文部科学省が決定する課題に対する達成

度に応じて配分額の増減が行われる制度に変更されるようになりつつあ

ります。そうであれば、自主的に申請した改革課題が達成あるいは未達

の大学は、補助金が増減されることになります。私学助成の変更は始まっ

たばかりで、今後どのように私学助成が配分されるか、みていかなけれ

ばなりませんが、国立への独立行政法人化以降の運営費交付金の配分を

考えますと、一律削減し「改革」の進捗に従って軽重をつけるというこ

とが行われるようです。本学にとっては、総収入の約 10％弱を占める私

学助成金は運営上大きな額ですので、出来る限り対応し増額を得られる

よう努力する必要があります。

　日本における大学教育は私立大学が大きな役割を担うにもかかわらず、

国立大学中心に予算が配分される状況があります。「教育の質保証」とい

うのであれば、それ相応の予算措置がなければ、少数の教員で多数の学

生をみるという現状から、目覚ましい効果を期待できるのか、という問

題は残ります。しかしながら、現実に学生の教育にかかわっている我々

はこの問題から逃げることはできません。ない知恵をだして、少しでも

よりよい教育を学生に行うよう改革を行い、有為な学生を育てていく努

力を支援する枠組みを創っていこうと思っています。批判を含め皆様か

ら忌憚のない意見をお寄せいただければと思います。開かれた教育支援

センターの構築を目指して努力していく所存です。

　このたび諸般の事情から教育支援センター所長に就くことになった経済

学部の山本です。長というものには縁がないと思っていますが、就任した

以上は本学の学生に少しでも利益になるような運営を行いたいと思います。

　本学と私の関係をまず話しましょう。長期にわたるタイ留学から帰り

本学の博士課程に入れていただきました。博士課程に 4 年間在籍し、神

奈川大学から第 9 号の博士号を取得後、地方の国立大学に採用され、そ

こで十数年研究教育に従事しました。そして、6 年前に本学に戻ってき

て今に至っています。

　現在の神大の状況を考えますと、博士課程を過ごした 1990 年代前半

の本学を取り巻く状況と隔世の感があります。やはり感じるのは、本学に

入学する学生の変容です。私が在籍した当時の神大生は、まじめな学生も

多く主体的に学問に向かい合っていたように思います。博士課程の最終期

に、指導教官である故冨岡先生が体調を崩され、先生の科目を非常勤講師

として教えました。学生のなかには、本当に立派な答案を書いてくる学生

がいたことを覚えています。ゼミナールを担当した学生には、第二夜間部

学生の総代として卒業証書を受け取った学生がいました。その学生とは今

でも付き合いがありますが、彼がもっていた学習意欲の高さは、良き神大

の思い出として私に残っています。当時のゼミナールの学生は就職氷河期

で大変な苦労をした世代ですが、皆さん逞しくそれからの人生を生きてい

ます。彼らの学習意欲の高さは時代的な背景があり、簡単には今の学生諸

君にもってもらうことは困難ですが、その大切さをわかってもらえるよう

な教育ができないか、私個人も授業をしながら悩んでいます。

　大学を取り巻く社会的な状況は「教育の質保証」を大学に強く要求し

ています。本学における「教育の質保証」のためには、学生の学習意欲

を高めることが喫緊の課題だと考えます。本来教育は無理やり強制され

るものではなく、自主的な個人の努力によるあくなき追究です。どれほ

ど強制してみても、いやいや学修している限り、多くの成果は期待でき
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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、2016 年度の活動方針を定

めました。

1．教育力向上による教育の質保証
（1）2016年度授業アンケートの実施・分析及び各組織（学部等）

　  による活用の促進

　●今回から記名式を導入。各種データ（学修状況調査、成績

 　  [GPA を含む ]、出席状況等）と組み合わせて分析

　●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）2016 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

　●昨年度に引き続き、学生の学修実態を把握するための記名

　  式のアンケート調査を実施　　　

　●今回は入試制度別に学生を区分して、基礎学力、学習に対

　  する意識及び行動を分析

（3）各種 FD 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

　  3 大学との共催を含む）

　●学修状況調査結果報告（各学部教授会における学部 FD 委

　  員長による報告）

　●学部等の各教育組織の FD 活動に資する情報共有及び提供

（4）FD 活動に関わる外部研修会及びセミナーの積極的活用

　●大学教育学会、初年次教育学会、私立大学 FD 連携フォー  

　  ラム（JPFF）、横浜 3 大学等の各研修会への参加

（5）TA 及び SA の活用及び運用改善

　●学生 FD（ピアサポート）活動の参画及び学生ファシリテー

　  タ研修の検討及び試行

（6）入学前教育課題及び入学前スクーリングの方法の見直しの

　　検討、事後アンケートの実施及び効果の検証

　● ｢入学前教育課題実施後学修意識調査｣ の実施

●読唇を必要とする学生が　受講している場合の話し方や体

　の向きの配慮
●板書やスライドを一定時間表示すること
●筆談によるやりとり
●定期試験における配慮

  （時間延長、別室受験等）
●その他、必要に応じた配慮

　より効果的な合理的配慮を実現するために、支援機器の試用、

導入を積極的に進めています。現在では、聴覚障がいや難聴の

学生の支援機器として、講義内容をリアルタイムにテキスト化

する「音声認識・テキスト化ソフトウェア」、発話内容を明瞭

に聞くことができる「対面会話器」等を導入しています。こう

した機器の導入により、臨場感を持って授業を受ける事ができ

るようになる、音声がより正確に聞き取れるようになる、など

の効果がありました。

　障害者差別解消法の施行に伴い、学内構成員の障がい学生支援

に関する知識の向上や体制整備のための取組を強化しています。

1. 学内構成員のための啓発活動
〈学部教授会における講習会〉
　新法が施行されたことにより障がいのある入学者の増加や

様々な意思の表明に基づく建設的な対話による合理的配慮の

提供が想定されることを見据え、学部教授会開催に併せて、「障

害者差別解消法の理解を進めるための講習会」を実施しまし

た。全学に障がいのある学生への合理的配慮に関する共通認

識が広がるきっかけとなりました。

日　時： 2016 年  7 月 13 日（水）工学部教授会、人間科学部教授会、
　　　　　　　　　　　   　　　　経済学部教授会
　　　 2016 年10月12 日（水）法学部教授会、外国語学部教授会

講　師：中田 正敏 氏
　　　　（教育支援センター　障がい学生支援アドバイザー）

2. 支援者育成活動
〈ノートテイク（要約筆記）講習会〉　
　学内で既に在学生によるノートテイクによる授業サポートを

実施しています（授業サポーター制度）。教育支援センターで

は、定期的にノートテイクのスキルアップを図ること及び新た

な授業サポーターを育成することを目的に講習会を実施してい

ます。2016 年度は聴覚障がいに関する基礎知識の講習、ノー

トテイクの実践練習などを行いました。

※ノートテイク講習会の様子は 6 ページに特集してあります。

　本学では、障がい等により学修において様々な困難を抱える

学生からの申し出を受け、学生との面談を実施し、必要な配慮

を明確化し授業担当者への配慮依頼に繋げています。このプロ

セスには、学校医との面談や配慮内容の本人による確認など、

その学生にとって真に必要で効果的な配慮を提供するためのス

テップが含まれています。

　また、支援にあたっては、授業サポーター（障がいのある学

生の授業におけるサポートを担う学生スタッフ）など人的な支

援ばかりでなく、支援機器の導入にも重点を置いています。そ

のため、最新の支援機器についての情報の入手に努め、実際の

授業等で積極的に試用することを重視しています。

　このような様々な取組と併せて、障がい学生を支援する体制

を整備すること、支援に関わる人材を育成することにも取り組

んでいます。

　これらの全ての取組は、入学試験から、学修、学生生活、健

康管理、就職支援など多くの側面に関わるため、教育職員、多

岐に渡る部署の事務職員及びその他の学内関係者の障がい学生

に関する理解と綿密な連携により成り立っています。

　以下にこれまでの本学での障がい学生支援のための取組を

紹介します。

　障がいのある学生に合理的配慮を提供するまでのプロセスは

概ね以下のとおりです。

（1）教育支援センターにおいて当該学生（場合によっては家族）

から、「障がいの状況」「学修にあたっての困難な事項」「必

要な配慮」についての申し出を受ける。

（2）学校医との面談により、合理的配慮の必要性が認められた

場合、配慮依頼のための文書を作成する。学生は文書に記

載された内容を確認し署名する。文書には、障がいの状況、

困難な事項、求める配慮の内容等が記載される。

（3）配慮依頼のための文書が授業担当者に手渡される。

（4）配慮依頼のための文書を受理した授業担当者と学生間で、

具体的な配慮の方法についての話し合いを行い決定する。

　学生が自身の意思に基づき合理的配慮の申し出をし、授業担

当者と建設的な対話をすることを重視し、これまで様々な事例

を蓄積してきました。

●現在までに行われてきた配慮の具体例
●式典、説明会等における情報保障
●授業サポーターの配置
　※障がいのある学生の授業におけるサポートを担う学生スタッフ

●支援機器の使用
●専用の什器の使用
●視覚教材の使用及び配付
●聞こえに応じた座席の変更
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（7）IR との連携の検討

　●授業アンケート（記名式）及び学修状況調査等の IR への

　  活用の検討

2．FD 活動のさらなる推進のための学内外各組織との横
　 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

（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等 

（3）高大連携協議会

　●高大連携フォーラム及び協議会への参加

　●学習相談（英語・数学・国語）の取組状況報告

　●高大接続教育を考える授業見学の活用

（4）横浜市内 3 大学との連携強化

　●ヨコハマ FD フォーラムの共同開催

　●FD 関連の相互による情報交換

1．学生の日常的・継続的な学習相談
（1）学習相談の充実

　●相談者の利用促進（学習セミナーの開催を含む）

（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）の推進

（1）「新入生なんでも相談窓口アスクカウンター」の協力学生の拡大

（2）学生 UD（University Development）委員会の活動促進

（3）全国及び関東圏の学生 FD サミット（交流会）への参加

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

　●障がいのある学生の対応（各学部教授会における障がい学生

　  支援アドバイザーによる講習会）

4．学生ボランティア活動の支援及び推進
（1）学生の主体的なボランティア活動への支援

（2）地域連携の強化 

FD活動

本学の取組状況

合理的配慮提供のプロセスと配慮事例
体制整備、支援者育成のための取組

支援機器の活用

学生支援活動
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【湘南ひらつかキャンパス】
●昨年度に比べ、相談件数が増加傾向にあり、特に 2 年次の

相談件数は 3 科目とも増加している。
●数学では、中間テスト等の直前に相談者が増える傾向があり、

困難が解決すると来なくなるケースが多い一方、継続的な

学習を必要とする相談は少ない。

　

　今年度の『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。

（1）KU スクエア学習セミナー 4 月（湘南ひらつか　数学）
　①『解析学とは
　　　 ～高等学校で学んだ微分法の確認から大学で学ぶ解析へ～』

　　　2016 年 4 月 18 日（月）12:30 ～ 13:30

　②『線形代数とは～行列とその応用は～』
　　　2016 年４月 25 日（月）12:30 ～ 13:30

「解析学」と「線形代数」について、大学の授業を

履修するための基礎を補った。

（2）KUスクエア短期集中講座（横浜　数学）
　『【工学部１年次対象】「微分・積分」短期集中講座』
　2016 年 9 月 15 日（木）～ 16 日（金）13:00 ～ 16:00

工学部 1 年次を対象に、

「微分・積分」について

「数学Ⅲ」の範囲を中心

に解説した。

（3）KU スクエア学習セミナー  10 月（湘南ひらつか　国語）
　『「あなた」が伝わる文章を書くには？』
　① 2016 年 10 月 14 日（金）13:30 ～ 15:00
　② 2016 年 10 月 18 日（火）15:10 ～ 16:40

参加した学生の感想（アンケートより）
●高校と大学での違いが分かった。
●授業の進め方が理解できた。
●過去に学んだものを思い出すことができて良かった。
●1人1人まわって分からない所を聞いてくれたのがよかった。

　少人数で質問しやすかった。
●文章を書く時に注意すべき点など、丁寧に教えていただきま

　したので、とてもありがたかったです。

　工学部 FD 委員会の活動のひとつとして模範授業と呼んで、普段の授業の教員への公開を行っています。機械工、

電気電子情報工、物質生命化、情報システム創成、経営工、建築及び教室の 6 学科 1 教室の其々で年 1 回実施して

います。開催案内を工学部内の教員にメール配信し、参観者からはアンケートを回答して頂いております。工学部

FD 委員はアンケートをまとめて、これに対する授業担当者のコメントも書いて頂いております。参観して下さる

先生が仮に少なくても、自らの襟を正す良い機会になるのではないでしょうか。今回取材頂いた平岡隆晴先生の授

業「基礎電気数学Ⅰ」は参考になる事も多く有意義でした。

　なお、工学部模範授業は工学部内で計画的に実施しており、現在約半数を実施しました。全ての模範授業の結果は、

年度末に発行の FD NEWS LETTER「各学部 FD 活動」にて掲載を予定しております。

　2008年大学基準の一部改正による FD 義務化に伴い、各大学では授業、教育に関する改善の様々な工夫が取り

組まれております。

　この度、FD・学生支援推進委員会では、各学部で取り組まれている FD 活動の実践事例の収集を行いました。工

学部の実践事例を紹介します。

　この基礎電気数学Ⅰは1年次向けの開講科目ですが、

受講者は入試の多様化などにより高校数学の学習に対

して習熟度のばらつきがあります。授業では基礎項目

の数学定理・公式の解説直後に、演習形式で練習問題

を解かせることにより、自らの到達度の把握と理解力

の向上につなげています。また適度な難易度の課題を

課して、理解度の高い学生に対して問題意識を持た

せております。例題や演習には電気電子の諸現象に

関する実例を積極的に取り入れて、これまで高校で

　KU スクエアでは、教育支援センター開設の 2012 年度から、

大学での学修に必要な基礎学力を補う、さらに自分の力を伸ば

すための学習相談を実施しています。

　英語、数学、国語（文章表現）の 3 教科を対象に、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。

　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、以下の傾向がみられる。

【横浜キャンパス】
● 英語は、リピーター及び新規の予約で飽和状態にあり、予

約の間のわずかな休み時間を利用して学生の対応をしている。
●数学は、基本的な数学の知識を得た利用者が自立した学習

につながった等の成長が見られ、リピーターの相談枠が新

規の相談枠にあてられている。
● 国語は、例年レポートの提出期限や定期試験時期になると

相談が増加する傾向があるため、7 月のみ火・木の対応日

に加え水曜日を対応日とした。
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2016 年 4 月～2016 年 10 月学習相談活動実績集計

学習相談員による個別面談

教育支援センターの学習相談状況

学習してきた事柄が電気電子情報工学科の基礎科目や

専門科目に連綿として繋がっていることを示すことで

学生の学習意欲を上げるように留意しております。今

回の模範授業を通じて、参加された先生方より講義内

容に対する多数のコメントを頂戴致しましたこと、深

く感謝申し上げます。頂きました貴重なご意見・ご指

摘を参考にして、さらに今後の授業運営に反映させて

いきたいと存じます。

「模範授業」実践実例「基礎電気数学Ⅰ」
工学部　電気電子情報工学科　准教授　平岡 隆晴

工学部　FD 委員会委員長　奥山 博康

「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、それをふまえて、

就職活動にも応用できるテーマで文章化した。

　本ニュースレターは、FD 活動に対する啓発を促進するため、学部・研究科 FD 委員会及び個々の教職員の教育改善や教育支援に対する取
組事例を紹介し、本学 FD の定義にある「教員の自主的・自律的な日常的教育改善を支援すること」を目的としています。教育改（支援）
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

工学部 FD 活動　「模範授業」の取り組みについて

学習相談員による学習相談セミナー



ベストティーチャー（1 名） グッドティーチャー（4 名）

彭　国躍　外国語学部 教授

●実践的な中国語の運用と社会言語学を講じたゼミ
●高度な中国語でのコミュニケーション能力の修得を
　目的とした教育

山崎　徹　工学部 教授

●数学の演習科目の考案及び導入
●学生が自ら考え取り組むための教材や講義方法を
　考案
●工学部企業交流会を主導

木原　伸浩　理学部 教授

●国立台湾大学化学科との国際共同授業の実施

平岡　隆晴　工学部 准教授

●基礎科目の習熟度に差がある新入生個々の理解度
　の向上を図った授業の実践
●学科卒業生による就職支援プログラムの立案及び
　実施

呉　春美　経済学部 特任教授

●英語教育におけるグループワークやアクティブラー
　ニングの実践
●異文化理解と国際的な視野の醸成
●経済学部の「TOEIC® IP テスト」の実施

2016 年度神奈川大学教育貢献表彰　受賞者

FD News Letter   2016 Autumn

　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：2016 年 7 月 29 日（金）　15:00 ～ 17:30
　 場　所：横浜キャンパス 17 号館 215 会議室
　 参　加：27 名（学習相談員 7 名、教員 10 名、職員 9 名、
　　　　　　　　　障がい学生支援アドバイザー 1 名）

1. 情報交換会で話合われた主な内容
【英語】高等学校での基礎が十分ではない状態で大学に来ている

学生が多い。また、学習に関するアドバイス中にメモを取らない

学生なども多く見受けられる。前学期は、相談者数が増加してお

り、相談者と時間の調整ができず、メールで対応した例もある。

【数学】数学だけにとどまらず物理学に関する質問が増加して

いる。試験前に多数の相談者が集中し、対応に困難がある。こ

のような相談者の中には、一度来室しただけで、継続的な相談
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　ノートテイクサポーターとして業務にあたっている学生及び学内
構成員を対象として、聴覚障がいに関する基礎知識を構築し、手書
き要約筆記スキル向上による精度の高いサポートを保障するため、
前学期（ノートテイクサポーター対象）・後学期（ノートテイクサポー
ター及び職員対象）に講習会を実施しました。
　講習会は 2 部構成になっており、第 1 部では、社会福祉法人 神奈
川県聴覚障害者総合福祉協会の講師を招き、障がいの種別（伝音難聴・
感音難聴）・特徴及び耳の仕組み等、聴覚障がい者への基礎理解・知
識構築の講演を行いました。
　第2部では、ノートテイクの実技演習を行いました。実技演習では、
一人が聴覚障がい者役、もう一人がノートテイク役をするペアワー
クや、実際の授業音声を使用した個人ワークを実施しました。
　参加した学生は、ノートテイクに関して概ね以下のような不安や
困難を抱えており、講師からは聴覚障がい者とノートテイクサポー
ターの信頼関係の構築が重要であると解説されました。

 【ノートテイクサポーターの不安・困難】
・聴覚障がい学生がノートテイクサポーターに遠慮や困らせること

を危惧して率直に要望等を伝えていないのではないか。
・二人でノートテイクをするときの連携の仕方。
・ディスカッション時のノートテイクの仕方。

教育貢献表彰制度について
　2016 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、4 名のグッドティーチャーが選ばれ、
9 月 30 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。
　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 6 回目を迎えます。

【兼子学長の挨拶】
　本日は、お忙しい中「神奈川大学 2016 年度教育貢献表彰」の表彰式にご参集いただき、誠にありがとうございます。
この教育貢献表彰は、「本学」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
て表彰するものとして、2011 年度より制度化されて実施されているものです。
　本学は、創立者の米田吉盛先生が、建学の精神に基づいた「教育は人を造るにあり」と説いて以来 88 年、卓越した研究に基づく教
育重視の方針を堅持して、今日まで有意な人材を輩出し続けて参りました。今後の教学運営においても、卓越した研究に裏付けされ
た教育を実践することにより、どこよりも人をつくる大学、神奈川大学こそが人をつくる大学でありたいと考えております。
　さて、神奈川大学教育貢献表彰規程第4条によりますと、表彰の種類は、ベストティーチャー賞とグッドティーチャー賞とするとされ、
ベストティーチャー賞は 1 名、グッドティーチャー賞は 10 名程度と定められております。本学の専任教員 471名の中から、まさに
選ばれし先生方を、本日、表彰するものであり、先生方の研究の叡智を普段の教育に反映・実践されるご尽力に、本表彰が少しでも
報いることになれば幸いでございます。
　本日、受賞される先生方並びに推薦者の先生方に、あらためてそのご尽力に感謝申し上げるとともに、先生方のご健康と研究のご
発展を祈念して、簡単ですが私の挨拶といたします。本日はおめでとうございます。

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なってい
ます。今年度についても 10 月から後学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います。また 2014 年度より、受賞された一部の先生方の授業等を WEB 上で公開していますので、詳
しくは大学のホームページ（ホーム >> 本学の情報 >> 教育力向上への取組み >> 教育貢献表彰制度）をご覧ください。

　講習会のまとめとして、ノートテイクに関するマナーが以下のと
おり挙げられました。

【マナー（大事なこと）】
・守秘義務を遵守する（例：聴覚障がいであることを周りに話した

くない場合等）。
・教員からの質問にはノートテイクサポーターが答えるのではなく、

聴覚障がい学生が答えるようにする。
・ノートテイクの三原則（読みやすさ、正確さ、速さ）を保つこと

を意識する。

　本講習会を通して、取り組むべき課題は、①ノートテイクサポー
ターの過度な負担による情報保障の低下、②ノートテイクサポー
ターと聴覚障がい学生との距離感（信頼関係）の取り方が挙げられ
ます。対策として、①については「授業担当者の協力を得てテキス
トや資料を事前に提供して
もらう」、②については「サ
ポート利用者やノートテイ
クサポーターが普段注意で
きないことや意見を伝え合
う座談会のような機会を作
る」などを検討し、今後の
ノートテイクサポートの拡
充を図ります。

『神奈川大学教育貢献表彰』が行われました

2016 年度　前学期・後学期ノートテイク講習会実施報告

経済学部　呉　春美 特任教授

　このたびはこのような身にあまる賞をいただき、恐縮
するとともに感謝申し上げます。
　私は、1 人でも多くの学生に、「学ぶ面白さ」を伝える
授業をするには、どうすればよいか、試行錯誤するばか
りです。学生達に教えているつもりが、時に学生達から
学びます。
　決してベストティーチャーには及びません。ですが、
これをきっかけに、先生方、みなさま方とご一緒により
よい授業づくりを目指し、神奈川大学に貢献することが
できましたら、光栄に存じます。
　どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい
ました。

ベストティーチャー賞を受賞してのコメント

学習相談に関する情報交換会 につながらなかった相談者が少なからずいる。相談に来る学生

の数学の知識差によって、必要な相談時間数が異なっている。

【国語】前学期は、障がいのある学生等、個性の強い相談者が多

く来室した。また、レポートの提出期限ギリギリに来る相談者

がおり、早めに来るよう伝えるが、レポート課題を複数抱えて

いることもありなかなか来られない状況がある。

2. 今後の課題
（1）学習相談による教育支援制度の周知及び連携について
　　教員側にあまり周知がなされていないため、学習相談を利

用している学生の実態を知らせる機会の検討が必要である。教
員 - 学習相談員の連携のため、問題共有ができる場として、学
習相談員の先生方が学部の FD 委員会に参加する等の具体的な
方策を図る。

（2）マスの授業等における学生への注力について
　本学は学生数が多いことから、大人数教室での運営をせざ
るを得ず、きめ細やかな指導には至っていない学部もある。
学生は最初に意欲があっても、わからないことが増えていく
につれ、わからないことに慣れてしまう現状があるため、学
習相談と連携してどこに注力していくかが課題である。

【前学期】
日　時：2016 年 6 月 17 日（金）～ 2016 年 6 月 23 日（木）
　　　　12:05 ～ 12:55（土日除く）
場　所：横浜キャンパス 3 号館 209 講義室
講　師：社会福祉法人 神奈川県聴覚障害者総合福祉協会
　　　　宇都木　由美子氏
　　　　金森　美保氏（アシスタント）

参加者：学生 12 名

【後学期】
日　時：2016 年 9 月 12 日（月）～ 2016 年 9 月 14 日（水）
　　　　10:00 ～ 12:00
場　所：横浜キャンパス 1 号館 308 会議室
講　師：社会福祉法人 神奈川県聴覚障害者総合福祉協会　　　
　　　　小原　勉氏、宇都木　由美子氏
　　　　橋本　伸子氏（アシスタント）

参加者：学生 5 名、事務職員（9 月12日（月）のみ）4 名



　

ルド演習」（コース必修）
という科目名が採用さ
れ、学科の正式なカリ
キュラムとして運用さ
れることになった。し
かし、正式な科目とし
て運用されると、今度
は他の授業科目との重
複を避けなければなら
ないという問題が浮上した。そこで、考えたのが一学期で
フィールド（現場）に出かけるのは3回以上を超えないよ
うにする、という対策であった。ちょうど、時を同じくして、
外国語学部では夏と春の休業期間を利用し、「海外企業見学」
（韓国、中国、ドイツなど）という特別プログラムが実施さ
れたため、これらの機会を活用すれば、4年間の在学期間
中に学生が訪問できる場所は少なくないものとなった。
　アクティブラーニングが教育現場で叫ばれ久しいが、重
要なことは学生を教える対象として取り扱うのではなく、
同じ時代を共有する一人として認め、彼らそれぞれが関わ
りたい場（授業）を選択させることにあるのではないか、
と思う。
　今まで紹介した「中国
学フィールド演習」とい
う科目も実は中国語学科
がそもそも定員60名の
少人数の学科だからこそ
実現できたもので、大教
室の科目での導入はまた
違う問題が出てくるに違
いない。人を育てることは難しい。大学という現場では往々
にして、教育のシステムやプログラムを作り、一律に運用
することで多くの効果を期待し勝ちであるが、我々が目指
すべきところは、学生の笑顔を羅針盤としながらそれぞれ
の学科の特性に合わせた教育プログラムを改善させていく
ことかも知れない。

　今や数多の大学で高等教育の在り方をめぐる様々な議
論が活発で、目下、教育改善（FD）とアクティブラーニ
ングが最も注目を浴びている。ちょうど私が神奈川大学
に赴任したのが 1999年だから、恐らく私は日本で教育
改革が叫ばれ始めた時期から教壇にたったことになる。
もちろん、当初は FDやアクティブラーニングという用
語や考え方もまだ定着しておらず、私が必死でしがみ付
いていたのは、如何にして学生の笑顔を作ってあげるの
か、ということであったように覚えている。中国とアジ
ア近現代史の授業を担当しながら語学として中国語を教
える新米の教師として、まず始めたのは靖国神社に付設
されている「遊就館」や「外務省外交史料館」の見学な
どいささか歴史的素養を深めることを目的にしたフィー
ルド訪問であった。ところが、学生の反応は意外にもシ
ンプルで経済発展の目覚ましい中国を自分の目で見てみ
たい、というものであった。そこで、見学先を中国の上
海に変更し、学生と一緒に寝泊まりする「上海合宿」が
始まった。学生自らが興味を覚えた場所に足を運ぶもの
だから、学生たちの目つきも当然変わってくる。ところ
が、一つの課題が浮かび上がった。すなわち、自分が生
まれ育った日本の政治、経済については知識や勉強も足
りない状態で、他所の国を訪問するのでは単なる物見遊
山の観光になってしまうのである。急ぎ方向転換が必要
になった。
　そこで、身近な横浜や東京の産業施設を見学、訪問す
るフィールド演習を始めた。横浜港のコンテナ埠頭や横
浜市中央卸売市場を回って好評を得たかと思えば、女子
学生から不満の声があることが分かった。そこで、資生
堂鎌倉工場の見学（2012年実施、2015年同工場は閉鎖

された）や、ANA機
体メンテナンス工場
の見学などを取り入
れた。
　このような試行錯
誤を経て、2012年か
らは「中国学フィー
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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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 259-1293 神奈川県平塚市土屋 2946　　　TEL.0463-59-4111（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

「中国学フィールド演習」（コース必修）と学生の笑顔
外国語学部　中国語学科　教授　孫 安石

〔委 員〕
委員長  山本 博史、副委員長  浅海 典子、副委員長・法学部  井上 匡子、経済学部  五嶋 陽子、経営学部  真鍋 明裕、外国語学部  大川 真由子、
人間科学部  松本 安生、理学部  張 善俊、工学部  奥山 博康、学修進路支援委員会  戸田 龍介、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  笹川 俊、 入試管理委員会  大川 千寿、大学院学務委員会  竹村 兼一、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長  田島 和久 ( 以上 16 名 )

〔オブザーバー〕
学長室  新倉一禎、学修進路支援部第一部 ( 教務 )  笠原 義和、 学生生活支援部  松沢 隆、 情報システム推進部  村山 宏幸、 入試センター  武井 正善 ( 以上 5 名 )

〔事務局：教育支援センター〕
旭 馨、柿沼 香奈、 高木 敦子、 松岡 尚子、田村 絵美里、 楢山 翔太、藤本 隆寛 ( 以上 7 名 )
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