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におけるアクティブ・

ラーニング」について、

教職員によるグループ

ディスカッションが行

われました。

　横浜 3大学は、これ

までにも各大学で開催

されている教職員向け

の FD セミナーを他大学の教職員にも門戸を開放するなど情報

交換及び懇談を深めてきました。さらに今回の協定締結を受け

て、今後は各大学の教育理念に基づき、教員の自主的・自律的

な日常的教育改善を実施する活動及びそれを支援するため、教

員と職員が協働し、各大学学生の参画も得て、教×職×学が一

体となった FD 活動を共同で展開していきます。

　2015 年 12 月 3 日（木）、神奈川大学 教育支援センター（所長 :

齊藤 弘）、関東学院大学 高等教育研究・開発センター（センター

長 : 出石 稔）、横浜国立大学 大学教育総合センター（センター長 :

梅澤 修）は、各大学における FD 活動について、リソースを活

用しあい相互に協力、連携することで、教育・研究の質向上及

び学生の学びの向上に資することを目的として、「FD 活動の連

携に関する包括協定」を締結しました。調印式は横浜国立大学

常盤台キャンパスにおいて執り行われ、同日開催にて、「第 1 

回 3 大学合同 FD 懇談会」も開催されました。『学生の学びを深

める教育へ』をテーマに、「学生の主体的な学びを促す授業設

計と成績評価」「大学入試制度改革と高大接続」「キャリア教育

横浜３大学（神奈川大学・関東学院大学・横浜国立大学）が
FD（Faculty Development）活動について連携する包括協定を締結しました！
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7　神大トークセッション
　　 ～教職員と学生による＜大学改善＞意見交換会～

横浜３大学共同主催による
｢ヨコハマFDフォーラム’16｣を本学にて開催

日　時：2016 年 2 月 20 日（土）13:00 ～ 17:30
会　場：神奈川大学横浜キャンパス 3 号館 305 講義室
テーマ：｢学生の学びのモチベーションを高める大学教育｣
講　演：｢選手が伸びる瞬間 ―サッカー選手育成の現場から―｣
　　　　　　横浜マリノス株式会社 チーム統括本部
　　　　　　育成ダイレクター　小池　直文氏
パネルディスカッション：「学びのやる気スイッチが入るとき
　　　　　　　　　　　　―学生、教員、職員それぞれの立場から―」他
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「教える」と「学ぶ」の関係

1. イントロダクション
　私の専門は、学習研究、学習理論（実践的教育学、教育方法学）です。

認知科学、心理学、社会学の調査手法（定量的・定性的アプローチ）

を用いて「わかる」のプロセスを解明（基礎研究）し、デザイン実

験として「教える」「学ぶ」の場面を作っています（応用研究）。こ

の 2 つの研究は、いずれも現場での ｢実践知｣ が対象であり、双方

を往還させているのが研究の特徴です。

　学習研究は FD 研究に役立ちます。授業は ｢教える｣ と ｢学ぶ｣

との相互作用によって構成されていますが、｢教える = 学ぶ｣ また

は「教える＜学ぶ」になることで学習が促進したと言えます。残

念ながら実証では、100% 教えても 20% ぐらいしか学べていない

ことが多いのです。これを学問分野で考えると｢教える｣については、

これまで各種教育学で扱ってきましたが、20 世紀に入ってからは、

｢学ぶ｣ というメカニズムが脳科学、認知科学などのデータを伴っ

た研究により明らかになっています。理念による「教える」から「学

ぶ = できている（ラーニング・アウトカム）」により理論を抽出し

ています（教育から学習へのパラダイム転換）。

　「教える｣ と「学ぶ」の関係では、学校教育の中で「教えて→学ぶ」

を繰り返していますが、人間はそもそも教えなくても学ぶ存在であ

ることが学習理論の根底にあります。いかに「教えなくても主体的

に学ぶか」を考えなければなりません。特に大学教育は、社会との

臨界領域なので、一定のカリキュラムの中で「教えなくても主体的

に学ぶ」ことが現在注目されています。

2. アクティブラーニングの効果とその課題
　なぜアクティブラーニングなのか。現状は、学生の学力や学習意欲

が多様化（例えば 90 分の授業に耐えられない）しており、教員の教

育力だけに頼るのは限界になっています。また知識を統合・活用して

いく新たな能力（コンピテンシー※）の育成が日本の社会からのニー

ズにマッチしてきています。これに対して教育政策では、質転換答申

（2012）、高大接続答申（2014）などが次々に出され、入試制度改革

を見越した次期学習指導要領への諮問がなされています。

　上記に加えて、私は学習研究者として、学習（認知）の仕組みと

して、アクティブラーニングの必要性を感じています。

　アクティブラーニングの定義は、「一方向的な知識伝達型講義を

聴くという（受動的）学習を乗り越える意味での、あらゆる能動的

な学習のこと。能動的な学習には、書く・話す・発表する等の活動

への関与と、そこで生じる認知プロセスの外化を伴う」（溝上 ,2014)

とされています。学習成果だけでなく、認知のプロセスの必要性を

説いているところに大きな特徴があります。
※「コンピテンシー（能力）」とは、単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を

含む様々な心理的・社会的なリソースを活用して、特定の文脈の中で複雑な要求
（課題）に対応することができる力。（文部科学省定義）

３. アクティブラーニングのメリット
　アクティブラーニングの学び手（学生）のメリットは、｢より深

い理解が得られる｣、「知識を活用する（コンピテンシー）」及び「主

体的な学び」の育成にも繋がることです。

　一方、教え手（教員）のメリットは、「より対話的な授業のため

のメタ教授」です。メタ教授とは、認知の外化を図られているので、

授業内容の理解度を測り、それを調整できるものです。

　端的に言えば、部活動やサークル活動、ボランティア活動等では、

深い理解を以て知識を活用しながらコンピテンシーを用いて積極的

な活動をしています。正にこのような活動を授業の中に持ち込むこ

と、つまり学習の社会性を授業に反映させることがアクティブラー

ニングの大きなメリットになります。

4. アクティブラーニングの課題
　私が授業参観する中では、「教員だけ一番アクティブ」｢教員の顔

色をうかがう振り返り」「フリーライダーが出るグループワーク」「構

造化しすぎるグループワーク」「その場その時の能力が求められる」

という課題があります。

　MOOCS 等のオンライン教材であるオープンエデュケーションの

拡大で教育の格差は緩和されているにもかかわらず、目の前の学生の

学習の格差はアクティブラーニングによっても小さくなっていない印

象があります。アクティブラーニングが教員の授業力に依存して推進

される中、学生自身の主体的学習や意欲の後退が指摘されています（ベ

ネッセ : 第 2 回 大学生の学習・生活実態調査報告書 , 2012）。

　従来、初等教育で見られる活動に焦点を合わせた指導「活動は活

発だが頭が働いていない」という「方法に焦点化」されている問題、

一方では、従来中等・高等教育で見られる網羅に焦点を合わせた

指導「教科書や講義ノートにそった授業」という「内容に焦点化」

されている問題があります（授業デザインの双子の過ち（Wiggins 
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2015 年度第 1 回 FD 研修会（2015 年 11 月 7 日（土）開催）
アクティブラーニングとしての反転授業 ―個人技によらぬ効果的な授業デザイン―

大学教育における「教育から学習への転換」の鍵として、近年アクティブラーニングが注目されています。しかし
重要なのは、学習形態に重点をおく単なるアクティブラーニングではなく、学習の質や内容を問うディープなアク
ティブラーニングです。学習研究及び学習理論を専門とする関西大学教育推進部 森 朋子准教授による基調講演に続
いて、「教える」の有効性を高めるワークショップにも取り組みました。

第Ⅰ部 基調講演
「アクティブラーニングとしての反転授業 
　―〈わかったつもり〉から〈わかった〉を導くために―」

 関西大学教育推進部 准教授　森　朋子



「知識定着型」の授業デザイン

15

4 1

/
 

Schwartz & Bransford, 1998) 
 

 
 

、

、

、

関⻄西⼤大学 TOMOKO MORI  

｢知識識定着型｣と｢能⼒力力育成型｣����と��

学������� �� ��
��������� �� ��
��������� �� ��

学���� �� ⼤大�
学������ �� ��
������ �� ���
�育⼒力力� �� ⼤大�

2 

「知識定着型」と「能力育成型」の特性まとめ

【予習】（効果）
●ノートを取らないので先生の話に集中できる ●勉強をする習慣が
できた ●わからないところを先に見つけられる ●何度でも見直せる 
●復習もしやすい ●予習の習慣がついた ●勉強時間・量が増えた

【予習】（改善）
●負担が大きい ●忘れると授業についていけない ●講義の予習に時
間がとれない

【グループワーク】（効果）
●同じ理解度の人と相談できた ●どこでまちがっているのかがわかり
あえた ●疑問点を解決できることに達成感 ●話すことで理解を深めた

【解説】（改善）
●解説して（教えて）ほしい ●重点がわかりづらい ●簡単にまとめ
て説明してほしい
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　また、グループワークは、楽しく仲間と行うと良い結果は出ま

せん（道具としての仲間）。下記 2 つのモデルの内、推奨するのは

「Miyake Model」であり、最後は個人の学びに落とし込む評価が必

要になります（集団の学びを個人の学びに落とし込む = フリーライ

ダーがいなくなる）。

8. まとめ
　私のフィールドワークでの経験と文献から学習が活性化する条件

をまとめると次のようになります。

　深い学習型のアクティブラーニングは、内化こそにアクティブ

ラーニングを取り入れ、実技の後に自らの活動を振り返る（集団

から個人の学びに落とし込む）ことが大切です。

　第二部は、森先生のご指導によ

り、参加者全員が反転授業を用

いたアクティブラーニングの授

業デザインを実際に行いました。

グループは、教員職員（各専門

分野別）、事務職員、学生、高等

学校教諭、企業一般等に分かれ

てデザインした授業について発表・共有しました。それぞれ ｢知識

定着型｣「能力育成型」の授業として ｢内化①→外化→内化②｣ のプ

ロセス及び ｢成績評価｣ についてユニークな工夫が見られました。

& Mac Tighe, 2005））。

　方法も内容もディープであること、つまり活動だけでなく知識理

解も伴っているアクティブラーニングとディープラーニングを融合

したディープ・アクティブラーニングが推奨されているところなの

です （溝上 ,2004） 。

5. ディープ・アクティブラーニングを引き出す反転授業
　反転授業のデザインは、クラス全員がある一定の知識・スキルを

習得することを目的とする ｢知識定着型｣ と事前学習で学習した内

容を用いて、さらに発展的な課題に取り組むこと（コンピテンシー

育成）を目的とする ｢能力育成型｣ とに分類できます。

　｢知識定着型｣では、「教える」ことによる基盤となる知識のインプッ

トを、15 分程度の講義動画を視聴することにより事前学習（反転動

画視聴）します。

　一方、｢能力育成型｣ は PBL（Project Based Learning）に反転動

画を加えた授業です。反転動画を見るだけでは知識理解が困難なた

め、教員には高いファシリテートが求められます。

　このことから、教員の個人技によらない〈わかったつもり〉から〈わ

かった〉を導く「知識定着型」のほうに反転授業の効果が出やすい

傾向があります。

6. 学生の評価
　反転授業に対する学生の評価は、｢知識定着型｣ ｢能力育成型｣ と

も予習、グループワークに効果があります。一方で、改善記述にお

いては、｢知識定着型｣ では解説、｢能力育成型｣ では予習について

の意見が目立ちます。

7. 授業デザインのコツ
　〈わかったつもり〉から〈わかる〉を導くためには、内化と外化

の連動が必要になります。内化とは必要な知識を獲得すること、外

化とは、その知識を実際に適応してコンフリクト（問題）の解決を試

みることです。

　アクティブラーニングでは、外化をさせるための内化の質が重要

です。学生は内化をして外化した後に、わからないところやどのよ

うに理解しているかがわかるのです。さらにその後に内化に戻れる

ように授業をデザインします。つまり ｢内化→外化→内化｣ の連動

です。これを短いスパンで行うのが反転授業なのです。
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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、大阪大学、國學院大学、北翔大学、名城大学、
などからの教職員・学生、秦野曽屋高等学校、神奈川総合高等学校、瀬谷西
高等学校、私立横浜隼人高等学校の校長や教諭の先生方

1. 他者によって解答にバリエーションがある（吟味）
2. 自らの理解と他者の理解の間に葛藤や躊躇がある（理解の深化）
3. 同レベル他者の発言を鵜呑みにしないことを利用（批判的思考力）
4. 自らの活動を振り返る（メタ認知）
5. 学習に一定の時間をかける（学習時間の確保）
6. 解決すべき課題がある（学習への動機づけ）

収束モデル（Rochelle Model)
コミュニケーションを取るという行為には合意の形が求められ
る。合意を形成する上での理解の中では自ずと知識の抽象化・
概念化が行われる。
多様性による統合モデル（Miyake Model )
協調学習者同士が解決しようとする問題は同じであるが、その
過程において一人一人が理解することは異なったものになる。

第Ⅱ部 ワークショップ
「学生をアクティブラーナーにする授業とは？」



談者数が増える傾向があるが、今年度は相談者の出足が早く、

時期を問わずに相談件数が増加している。

【湘南ひらつかキャンパス】
・ 昨年度に比べ、全体の相談件数は減少しているが、1 年次の

相談件数はここ数年増加傾向にある。

・ 数学では、数回の相談で疑問を解決する利用者がいる反面、継

続的学習を必要とする学生の継続的な利用は少ない。英語・国

語は、主にリピーターの相談である。

　

　今年度の『学習相談員による学習セミナー』は、湘南ひらつ

かキャンパスにて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への解析へ～』

　　　4 月 20日（月）12:30 ～ 13:30
　②『線形代数とは～行列とその応用は～』
　　　４月 27日（月）12:30 ～ 13:30

　昨年度の学習相談で相談

内容が多かった分野にテーマ

を絞り、2 日間に渡りセミナー

を実施した。

（2）KU スクエア学習セミナー  12 月（湘南ひらつか　国語）
　『「伝わる」文章を書くには？
　　～「働くこと」について読み、考え、書く～』
　① 12 月 1 日（火）13:30 ～ 15:00
　② 12 月 8 日（火）13:30 ～ 15:00

　誰もが直面する「働くこと」

をテーマに、資料を読み、意

見交換を通して自分の考えを

練り上げ、「伝わる」ことを

目指して文章化した。2 週連続

でセミナーを開催した。

（参加した学生の感想（アンケートより）
●これからの流れが分かったので良かった。もう少し時間があ

れば良かった。
●大学数学の勉強に対する構え方が分かった。
●わかりやすく教えてもらえたので、とても良かった。
●今回のセミナーを機に、利用したいと思う。

　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。

● 2015 年度個別学習相談の状況
　横浜キャンパスでは、これまで月・水・金に対応していた

英語と数学について、2015 年度から新たに学習相談員を各

1 名増員し、月～金曜の相談対応が可能となりました。各キャ

ンパスでみられる主な特徴は以下のとおりです。

【横浜キャンパス】
・ 英語と数学は、昨年度に引き続きリピーターの予約で飽和状

態にあるが、今年度から火・木が追加されたことで、特定曜

日に集中していた予約が分散され、新規の相談に対応できる

ようになった。

・ 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
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法学部

学部 教科
学部・学科別件数 相談者数

経済学部

外国語学部

人間科学部

工学部
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2015 年 4 月～2016 年 1月学習相談活動実績集計

※ 2015 年 4 月～ 2016 年 1 月

学習相談員による個別相談

教育支援センターの学習相談状況

学習相談員による学習相談セミナー
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　本学では、教育理念に共感し、意欲がある学生を受け入れるため、その意欲や成果・経験を評価し
て選抜する「AO入学試験」及び「各種推薦等入学試験」を実施しています。これらの入試制度によっ
て早期に合格を決定した入学予定者に対して、入学までの4ヶ月をどのように過ごさせ入学への準備
をさせるかは、大学での学びの可能性を広げる最初の機会となっています。
　「プレ神大生ミーティング」は、AO・各種推薦入学予定者を対象に、入学後の学修、学生生活への円
滑な適応を図るため、入学前教育課題に主体的に取り組む重要性の理解促進を主目的とし、入学予定者、

先輩学生、教職員とのコミュニケーションの場を設け、入学前の不安
や疑問を解消させることを目的として2014年度より実施しています。
　今年度の参加者アンケートの全体的な感
想では、「入学後の不安が解消できた」「自
分でやる課題内容が理解できた」「先輩の話
が聞けてよかった」等の良好な記述があっ
た一方、「学習方法の説明をもっと入れてほ

しい」「開催時間が長い」「体験授業の内容が少し難しかった」等の今後の課
題となる記述も見受けられました。特筆すべきは「来年は先輩学生として関
わりたい」という嬉しいコメントがありました。
　今後は、本ミーティングの参加の有無による入学前教育課題への取り組み状
況を検証し、その効果を測ることが求められます。

【国語】横浜キャンパスでは、学部 4 年次生の大学院の推薦受験

に関する資料作成の相談がある。湘南ひらつかキャンパスでは、

辞書の引き方がわからない等、活字慣れしていない学生が相談

に来ている。両キャンパスの共通事項では、発達障がい等を抱

えている学生に対して、学習面の指導よりも学生生活面での指

導が主となる場合があり、学習相談の機能が多様化している。

【今後の課題】

①利用促進
　利用頻度に波があるため、その原因の究明に努め、ガイダンス等

による周知の機会を増やす。

②機能多様化への対応
　留学生の指導、発達障がいのある学生対応等、学習相談員が

学習以外に及ぶ対応を行っている現状があるため、関連部署・
学部学科とも連携を図る。

③学全体での体系的な取り組み 
学習ノート、学習セミナー、FYS との連携等、大学全体で体
系的な取り組みを検討し、教育支援センター内をはじめ、大
学全体での情報共有を行う。

　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について協議しまし

た。話題は相談に来る学生に、在学生全体の学びに対する意識

や行動にまで広がりました。

　 日　時：2015 年 8 月 4 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（学習相談員 8 名、教員 6 名、職員 9 名、
　　　　　　　　　　 障がい学生支援アドバイザー 1 名）

●主な情報交換会内容
【英語】横浜キャンパスでは、資格試験（TOEIC Bridge）におい

て得点が向上した相談者がいる一方、障がいのある学生には、相

談中にメモを取る練習等の基本的な指導をしている。湘南ひらつ

かキャンパスでは、相談に来た学生には「学習ノート」を書かせ

ており、今後両キャンパスでの導入を検討することとした。

【数学】質問を整理してから来る学生と、漠然と困っている学生

がいるため、個々の理解度によって対応が異なっている。横浜

キャンパスでは、外国人留学生の相談が増加しており、日本人

学生が「How to（やり方）」を聞くことに対し、留学生は「Why

（なぜ）」を聞いてくる違いがある。湘南ひらつかキャンパスで

は、代数学、幾何学、線形代数、確率統計学等、専門的な分野

から質問がある一方、基礎的な知識（高等学校卒業程度）の相

談も増加している。
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学習相談に関する情報交換会

2016年度入学予定者対象  「プレ神大生ミーティング」を開催しました

●日　時：2015 年 12 月 12 日（土）11:00 ～ 16:00
●実施対象学部学科
　　〔横浜〕外国語学部（英語英文学科）、工学部（物質生命化学科※・情報システム創成学科・総合工学プログラム）
　　〔平塚〕経営学部（国際経営学科）、理学部（全学科）※ 2016年度から新規実施

●対象者：2016 年度 AO・各種推薦入学予定者及び保護者
●内　容：先輩学生によるグループワーク、学科での学びと入学までの過ごし方、体験授業、 
　　　　　事務局（学修・学生生活・就職）からの説明、キャンパスツアー 他



ベストティーチャー（1 名）

グッドティーチャー（5 名）

伊坂　青司　外国語学部 教授

●ゼミ活動（ゼミ誌PHILOSOPHIAを継続して発行）
●旧基本科目の運営に貢献し、教養教育改革にも参画
●新設の共通テーマ科目のコーディネータを担当

江上　　正　工学部 教授

●宇宙エレベーター実験機製作を通しての卒業研究の
指導や他学部を含めた教育活動
●宇宙エレベーター競技会の運営参画を学生へ推奨
●科学技術人材育成事業を通しての高大連携活動
（平成25年度神奈川県大学発・政策提案制度採択）
●学生の指導力や主体性を育成

小笠原　強　理学部 教授

●理学部の英語教育（科学技術英語）の充実と発展に貢献
●湘南ひらつかキャンパス外国語共通科目教育協議会
　委員としての貢献
●工業英検優秀者の学生を輩出

赤井　昭二　工学部 准教授

●実験科目の教育内容や方法の改善（ＩＣＴ導入等）
●「卒業生による連続講演会」の発案

小林　康宏　経済学部 教授

●経済学部のカリキュラムの大枠を構築
●学生の主体性を引き出す教育上の工夫と実践
　（「経営学総論」「経営財務論」）
●ゼミ活動（グループワーク、卒業論文指導）
●FYSでの新入生向けのきめの細かい授業対応、添削活動

本田　充彦　理学部 元特別助教

●教育用の天文台立ち上げ
●天文台を利用した授業の開発
●授業外の特色ある天文教育活動（天体観測）

2015年度神奈川大学教育貢献表彰　受賞者
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教育貢献表彰制度について
　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 5 回目を迎えます。
　2015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、5 名のグッドティーチャーが選ばれ、
9 月 25 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。

【教育貢献表彰担当　齊藤 弘副学長のご挨拶】
　大学教育改革が求められている昨今、本学では FD 活動と絡めた施策の一つとして本制度が立ち上げられ、今回で 5 回目を迎えます。
我が国の大学の中で、教員の多様な教育貢献を顕彰する制度を実施している大学は、今なお比較的少なく、本制度は本学独自の誇る
べき制度であると言えるでしょう。
　現代の大学教育には、専門知識の教授に加え、学生の学びへの心構えや態度に非可逆的に良い変容をもたらすことが求められてい
ます。このような大学教育観の転換が、『知識の獲得を目的とした“浅い学習”から、学びのプロセス自体の獲得を目的とした“深い
学習”へ』といった言葉で語られています。より深い意味で、学生一人一人の精神の内奥に非可逆的な良い影響を与えることが求め
られています。このようなことは、単なる座学で得られるものではなく、教師と学生とが人格的に触れ合う学びの場を通し、時間を
かけてゆっくりと成し遂げられるのではないでしょうか。今回、受賞された先生方は、正課授業の中で、あるいは授業以外の場面に
おいて、学生との濃密な接触により教育活動に取り組まれ、優れた成果をあげてこられました。その教育的な試みは、上記の観点か
ら高く評価されるものであり、本学の教員の皆様方に参考となるものであると確信しております。
　また、昨年度と同様、今年度も、社会にアピールする試みとして、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、本学教職員、学生の財産とすることを大いに期待しています。

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。

『神奈川大学教育貢献表彰』が行われました

経済学部 教授　小林康宏　

　立派な表彰式をしていただき、大変ありがとうございました。受賞者 6 人を代表して、心から御礼を申し上げます。
　これからの大学は、いかに教育の質を向上していくかが求められていますが、教育の質は当然教員の質と関連しています。以前、
長野県のある高校の校長先生が、その日最後の授業が終わった後に、「教育には決まった教科書やマニュアルはない。授業が終わって
から本当の教育が始まる。」と言われていて、非常に感銘を受けました。
　我々の教育にも規定の教科書などはない、教員の質をもって教育をしていかなければならない、多様な学生のいる大学もそういう
時期に来ています。
　今後も、教育貢献表彰制度により、大学全体に教育方法を充実させる機運が作り出されればと思います。

ベストティーチャー賞を受賞してのコメント

一
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アクティブラーニング活動事例

　海の体験教室（共通教養科目・後期集中 2 単位、
2013 年度入学者までは専攻科目・経営学特殊講義）
は、神奈川大学と横浜国立大学大学院・公益財団法
人帆船日本丸記念財団・NPO 法人横浜シーフレン
ズ・一般社団法人横浜水辺のまちづくり協議会の連
携事業として実施されています。横浜港インナー
ハーバーを楽しく・安全に利用することを重視した
科目で、帆船日本丸ドック並びに大岡川を利用した
シーカヤック乗船訓練に加え、横浜港の歴史と現在

（港湾取扱貨物量ランキングで横浜港は世界 33 位
（2013 年））、海洋基本法の概要、経済的排他水域
の概念（領海を含めた排他的経済水域の面積では日
本は世界 6 位）、水圏環境に関する知見なども講義
しています。
　シーカヤック乗船を通じ水面に限りなく近い視線
で環境やまちづくりについて考える機会を受講生に
与えるとともに、海洋に関する様々な知識を提供す
ることで、人材育成を図る海洋教育の場を提供して
います。

　環境社会論では、横浜市温暖化対策統括本部の
協力のもと環境未来都市を目指す横浜の現状や課
題について紹介します。これを通じて身近な地域
の環境や社会における課題を理解するとともに、
地域やコミュニティ、さらには個人のライフスタ
イルを持続可能なものへと変革していくことの必
要性について学びます。また、本講義ではこれら
の課題に対して 4 ～ 5 人程度のチームに分かれて
問題発見や解決策提案のためのグループワークを
行います。
　具体的には最初に説明いただいた市の現状や課
題に対して、次の 2 週間で本質的な問題の絞り込
みや解決の方向性を示すコンセプトづくりを行い、
4 週目に市の担当者も交えた中間発表を行います。
さらに、ここでの質疑応答も踏まえて具体的な解
決策の検討を行い、7 週目に最終発表を行います。
これらを通じて、受講生は実践的な課題解決力の
ほか協働的作業を通じてチームワークを身に付け、
自分なりの意見を持つことや多様な視点の重要性
などについて理解を深めます。

　2008年大学設置基準の一部改正による FD の義務化に伴い、各大学では授業、教育に関する改善の様々な工夫が
取り組まれています。この度 FD・学生支援推進委員会では、本学で「学生の主体的な学修を促す多様かつ先進的な授業」
に取り組んでいる実践事例の収集を行いました。各学部学科から報告のあった実践事例の一部を紹介します。

経営学部　国際経営学科　関口 博正　教授
「海の体験学習」

人間科学部　人間科学科　松本 安生　教授
「環境社会論」



　

考えて発表しまし
た（当日のワーク
シートは、3 号館
教育支援センター
前に掲出）。
　司会進行（ファ
シリテーター）役
を担った学生 UD
委員会代表の成田
和樹さん（経済学部経済学科 3 年次）は、｢神大トークセッション｣
について以下のとおり述べています。
　｢授業アンケートは多くの意見が集められ、学生全体の要望や傾向
がわかりますが、その意見は表面的なものでしかなく、個人レベル
での日常的な不満などの踏み込んだ意見を汲み取るのは難しいこと
を問題視しました。そこで、学生・教員・職員が所属や役職に関係
なく、直接自由に意見交換できる場を設けることにより、普段見過
ごしがちな課題を
はっきりさせ、さら
なる大学改善に繋が
ることを目指しまし
た。今後は、もっ
と多くの参加者を募
り、今回挙がった問
題の改善方法や本学
の抱える課題につい
て協議できる場をつ
くり、解決していきたいと思っています。｣
　教育支援センター規程には、教職協働とともに学生の参画も得
て本学の FD 活動を推進していくことが規定されています。教育支
援センターでは、今後も学生 UD 委員会の主体的な取組みを支援
していくことにしています。
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　教育支援センターにて活動を支援している｢学生 UD（University 
Development）委員会｣ 主催による本学学生・教職員を対象と
した意見交換会 ｢神大トークセッション｣ が横浜キャンパス教育
支援センター ｢KU スクエア｣ にて開催されました。
　学生 UD 委員会は、2013 年度設立以来、｢新入生なんでも相談
窓口アスクカウンター｣ 及び ｢春のサークルフェス（第 2 期 新入
生クラブ・サークル勧誘企画）」、学生から本学の問題点や改善策
の意見を募る ｢目安箱（スチューデントコメント）｣ の設置等を実
施し、本学を誇りに思える大学にするための広義の学生 FD 活動
を展開しています。また、全国の大学において学生 FD 活動を行っ
ている学生スタッフが一同に会して、相互の情報交換や交流を目
的とした ｢学生 FD サミット｣ にも毎年参加しています [2015 年
夏は追手門学院大学 ( 大阪市茨木市 ) にて開催 ]。｢神大トークセッ
ション｣ は、｢学生 FD サミット｣ で行われるプログラム ｢しゃべ
り場｣ での他大学学生・教職員との交流にヒントを得て、2 ヶ月
間の構想及び準備を経て今回の実施となりました。
　本学学生・教職員（副学長 2 名を含む）あわせて 19 名が参加し、
最初は、3 つのグループに分かれてのグループワーク ｢神大の良
いところ、良くないところ｣ が行われ、それぞれの立場から活発
な意見交換を行いました。神大の良いところでは、｢やる気さえ
あれば思ったことができる｣ ｢課外活動が盛ん｣ ｢両キャンパスと
も地元に根付いている｣ 等の意見があり、一方、良くないところ
では、｢職員の窓口対応に温度差がある」「講義室以外の学習ス

ペースが少ない」等の
意見が挙がりました。
その後の全体セッショ
ンでは、各意見から
｢学内外へ神大の良さを
発信する広報力を高め
る｣ をテーマに選び、
その改善方法を各自で

神大トークセッション ～教職員と学生による＜大学改善＞意見交換会～
（2015 年 12 月 17 日（木）開催：横浜キャンパス教育支援センター「KU スクエア」）

〔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、 原田 千栄美、 松岡 尚子、田村 絵美里、 楢山 翔太、藤本 隆寛、岡本 朗子 ( 以上 7 名 )
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