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を新たに行う予定にしています。今後とも、各

教育実施機関において調査結果を有効にご活用

ください。

　また、2015 年 12 月 3 日（木）に、神奈川大

学 教育支援センター、関東学院大学 高等教育

研究・開発センター、横浜国立大学 大学教育

総合センターは、「FD 活動の連携に関する包括協定」を締結しまし

た。この協定に先立ち、2014 年度の前期から 3 大学の各センター

の運営に携わる教職員が定期的に会合をもち、相互理解と情報共有

を深め、今回の協定締結に至りました。協定締結後には、直ちに協

定に基づく活動を開始し、『学生の学びを深める教育へ』をテーマと

した「第 1 回 3 大学 FD 合同懇談会」を実施しました。また、同日、

3 大学以外にも広く参加を求める「ヨコハマ FD フォーラム́ 16」を

開催することを合意し、3 大学合同の企画検討 WG を組織しました。

そして、2016 年 2 月 10 日（土）に本学横浜キャンパス 3 号館 305

講義室を主会場とし、『学生の学びのモチベーションを高める大学教

育－学びのやる気スイッチが入るとき－』をテーマとして「ヨコハ

マ FD フォーラム́ 16」を開催しました。当日、悪天候にもかかわら

ず、3 大学教職員や学生に加え、他大学や他機関からの参加も得て、

70 名を超える参加者によって活発な意見交換が行われました。大学

の垣根を越えて、大学での教育や学びに関わる多様な人々が集まり、

意見交換を行い、多種多様な視点を分かち合うことは、自己の狭い

視野に拘泥するメンタリティから、より自由で柔軟な境地へと自己

自身を開放するために貴重なものであり、この観点から、横浜市内

3 大学間 FD 包括協定に基づく活動を活性化させて行くことは意義

深いものであります。

　2012 年 4 月に発足した教育支援センターは４年が経過し、2015

年度はいわゆる完成年度でした。教育支援センターは、FD 活動と

学生支援の推進をその任務としていますが、これらの任務の本質は、

教育と学生の学びの支援を介し、人と人とを繋ぐことです。学内外

において、教員と教員を、学生と学生を、職員と職員を、学生と教

員を、学生と職員を、職員と教員を繋ぐものです。このような観点

から、教育支援センターはその発足以来、毎年、新しい業務の立ち

上げや新しい学生支援サービスの創出に尽力してきました。2015

年度は、主として以下のことに取り組みました。すなわち、「学修状

況調査とその統計分析結果の各学部教授会への報告」、「横浜市内 3

大学間のＦＤ活動の連携に関する包括協定の締結、及び協定に基づ

くＦＤ活動の開始」の二つの事業です。

　今年度初めて実施した記名式の「学修状況調査」は、学生の学び

と自己成長に関する意識を把握することを目的としたもので、これ

まで毎年就職課が実施してきた「自己発見（大学生基礎力）レポート

Ⅰ（1 年次対象）・Ⅱ（2 年次対象）」と「キャリアアプローチ（3 年次

対象）」の調査をベースとし、これに学びと自己成長に関する意識を

問う独自の質問項目を追加して実施しました。受検率は、1 年次、2

年次、3 年次で各々 93．2％、62.6％、45.9％でした。学生の学び

及び進路に関する意識に基づいたクラスター分類を行い、これを他

の質問項目に関する回答や GPA 等のデータと合わせて統計分析を

行い、その結果を 11 月の各学部教授会の冒頭で各学部選出の FD・

学生支援推進委員が報告を行いました。その際、幾つかの学部から、

より意義のある調査とするための改善点が指摘されました。この調

査は、2016 年度以降も毎年実施する予定であり、2016 年度は、指

摘された改善点を取り入れ、入試種別をクラスターとした統計分析

この1年間を振り返って 教育支援センター所長　齊藤　隆弘
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2014 年度 第2 回 FD 研修会　　2014 年 11 月 8 日 ( 土 ) 開催 第 2 回 FD 研修会

　2016 年 4 月に、「障害者差別解消法」が施行されることになり、
学校法人に対しては、2015年11月9日、文部科学省より「対応指針」

（ガイドライン）が示されました。これに伴い、各大学は、障がい
学生支援の体制整備並びに教職員及び学生に対する啓発活動等に本
格的に取り組むことを求められています。
　本研修会は、法改正の趣旨及び対応指針の確認とともに、本学で
の障がい学生への対応や支援体制について教職員が共通認識を持つ
ことを目的とし、横浜キャンパス、湘南ひらつかキャンパスそれぞ
れの会場で開催しました。両キャンパスとも多くの教職員が参加し、
関心の高さが窺えました。

「障害者差別解消法」と文部科学省の「対応指針」について

日　　時：2016 年 3 月 3 日（木） 13：30 ～ 14：30
講　　師：教育支援センター 障がい学生支援アドバイザー
　　　　　　中田 正敏 氏
場　　所：湘南ひらつかキャンパス　11 号館サーカムホール
参加者数：教職員合計 119 名

湘南ひらつかキャンパス

日　　時：2016 年 3 月 4 日（金）13：00 ～ 15：00
講　　師：法学部　山﨑 公士 教授
場　　所：横浜キャンパス 1 号館 804 会議室
　　　　　湘南ひらつかキャンパス 11 号館
　　　　　第 1 会議室 (TV 会議 )

参加者数：教職員合計 70 名

横浜キャンパス

　2016年2月20日（土）、横浜3大学（神奈川大学、関東学院大学、
横浜国立大学）は FD 活動の連携に関する包括協定締結後、初の
共同主催となる「ヨコハマ FD フォーラム’16」を開催しました。
　第Ⅰ部基調講演は、J リーグ「横浜 F・マリノス」の育成ダイ
レクターである小池直文氏（神奈川大学出身）から ｢選手が伸び
る瞬間―サッカー指導の現場から―｣ と題して講演いただきまし
た。マリノスは国内有数の選手育成に優れたクラブですが、選手
自らがよい判断ができるように ｢技術の要素はティーチング、判
断の部分はコーチング｣ である。また、選手とコーチとの関係に
おいて、先ずは選手を認めること、成功も失敗も認め、信頼関係
を築くことが最も重要であるとのことでした。「信頼は自信につ
ながり、自信を持つことで選手は伸びる」など大学教育の FD に
もつながる内容でした。
　第Ⅱ部パネルディスカッションは、「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」をテー
マに、パネリスト
となった横浜 3 大
学の学生からそれ
ぞれ不本意入学か
ら海外研修、イン
ターンシップやビ
ジネスコンテスト

ヨコハマ FDフォーラム’16「学生の学びのモチベーションを高める大学教育
　―学びのやる気スイッチの入るとき―」を開催しました

をきっかけとした「や
る気スイッチ」につい
て語られました。ま
た、授業を担当する
教員からは「やる気
スイッチのマネジメ
ント」について、職員
からはやる気スイッ
チを入れるための「環
境づくりや情報提供」
について話題を提供しました。学生、教員、職員の立場から学びの
モチベーションを高めるためのアイディアを出し合いました。
　第Ⅲ部グループディスカッションは、「学びのやる気スイッチ
が入る時を一緒に考えよう」をテーマに参加者（学生、教員、職員、
一般企業他）が１グループ６名に分かれ、感想や意見を出し合い
ました。発表したグループからは、「安心感を持てる環境づくり」、

「スイッチをオンにするしかけの多い教育」、「相手の心に残る言
葉がけ」などが挙げられました。
　今回の FD 研修会では、予測困難な時代に生涯にわたって自
己を形成していくために必要とされる主体的に考える力「やる
気スイッチ」について、教員、職員、学生それぞれの視点から
意見やアイディアを出しあうことができました。横浜３大学は、
今後も教員×職員×学生が一体となった FD 活動を共同で展開
していきます。

　両キャンパスとも講師から、法が制定された経緯、国際的な背景、「不
当な差別的取扱い」及び「合理的配慮」の考え方と具体例、罰則規定
など多岐に渡る説明がなされました。
　重要なことは、障がい者が受ける制限は障がいのみに起因するもの
ではなく、「社会的障壁」によって生じるものであり、その社会的障壁
を除去することが必要である、という点でした。
　参加者からは「より具体的な配慮事例について情報を得たい」とい
う意見もあることから、今後も、障がい学生関連の研修会、意見交換
会等を定期的に開催することとします。



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

経営学部

経営学部 FD 委員会委員長　行川　一郎
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2015年度各学部等の FD 活動について

　今年度の法学部の FD 活動は低調でした。年に３、４回程度

行ってきた FD 懇談会が、今年度は１回しか開催できませんで

した。6 月 10 日正午に開催した懇談会では、就職課が実施し

ている学修状況調査の分析結果を（株）ベネッセⅰキャリアの

松尾氏に報告していただきました。出席した教員からもかなり

の関心が寄せられました。たとえば、卒業後の進路について、

公務員や教員志望の割合が高く現れたのは予想通りと思われま

すが、授業やカリキュラムの満足度が低く現れたことには疑問

が寄せられました。これまでのところ、後者の結果に関する理

由は解明できていませんが、次年度以降の調査も踏まえ、改善

を図っていくべきかと思われます。

　同じ調査結果について法学部教員（坂本）が分析したものを、

11 月 11 日の教授会でも報告しましたが、こちらの方がさらに

高い関心が寄せられたように思われます。やはり業者と教員と

では注目する方向にやや違いがあるようで、こうした意味で、

教員が分析することにも十分な意義があったということができ

ます。また、全体的な傾向についてはあまり重点を置かず、特

徴のある結果に限定して報告したのも、よりはっきりとした関

心を引き出すのに役立ったと思われます。たとえば、教員との

関係での満足度は、法学部の値が全学平均よりも低く現れてい

ますが、このときの報告で使用したデータには、GPA 別に分け

たものが出ており、GPA が低い学生に限ると教員との関係での

満足度は突出して高いことが分かりました。また、知名度につ

いては、全国法学部平均よりも本学法学部がかなり下回ってお

りました。ただ、この知名度は客観的なものではなく、学生が

感じたものですから、法学部の学生が本学をそのように見てい

るということで、残念な結果だといえます。このときの報告は、

教授会の冒頭で行ったもので、十分に時間をとることができま

せんでしたから、今後は、FD 懇談会などを通じて、教員の率

直な意見交換をする時間を取るべきかと思われます。

　入学前課題については、内容を見直し、利用する業者を変更

しました。ただし、法学部教員が添削する課題については、従

来どおりとしました。

　経済学部 FD の課題は、ここ数年、①授業アンケートや学修

状況調査アンケートの活用、②初年次教育の内容再検討と 4 年

次ゼミの履修率の向上、③カリキュラム委員会などと FD 委員

会の機能分担と協同体制の確立、④授業・教授法改善の取り組み、

⑤授業参観や授業検討会の実施と授業例集の作成と共有、⑥ベ

ストティーチャーの選出、⑦新任教員対象の講演会や研修会の

開催、⑧授業方法（双方向型・対話型授業を含む）の検討、⑨

授業外学習や課題設定の工夫、⑩ゼミ活動の活性化と指導の改

善、⑪試験問題とレポート課題の作成・評価の再検討、⑫シラ

バス作成方法の工夫、⑬効果的な教材の作成と活用、であった。

　これらは、FD 委員会だけでなく、カリキュラム委員会など

学部の他の委員会でも議論されている。今年度、FD 委員会と

して取り組むことができたのは、主として①と②と⑥であった。

ここでは①と②について報告する。

　①の 2015 年度学修状況調査アンケート結果の分析につい

て。とくに以下の 2 点を指摘したい。第 1 に、経済学部では

「ゼミの履修」の有無にかかわらず「教員との関係への満足度

が低い」と感じている学生が多い、という指摘である。この結

果をどうみるか。安易な結論をだすことはできないが、1 学年

1100 名の学生定員をかかえる経済学部としては、授業の履修

人数やゼミの学生数に加えて、今後、その形態と内実といった

問題にまで立ち入って分析せざるをえないであろう。第 2 に、

これらのアンケートの活用についてである。毎年、学内ではじ

つに多くのアンケート調査が実施されている。そのため「アン

ケート疲れ」や「アンケートのためのアンケート」といった声

も聞く。有効に活用するためには、これらのアンケート結果を

相互に関連づけ、大学の基本的なデータとも重ねあわせて総合

的・多角的な視点から分析し、実態をできるかぎり正確に把握

することが重要である。そのうえで、少しでも現状を改善しう

る地道な努力が求められるであろう。

　②の初年次教育について。現在、FYS での学生支援の方法を

検討している。今年度の FYS アンケートの結果によれば、5％

の学生が FYS で友人（親しい学生）ができなかった、とこた

えている。それが休学者数や退学者数の増加に直結していると

断言できないとしても、FYS の形式や教員と学生との関係、初

年次学生の支援方法など多方面から問題を検討しなければなら

ないだろう。「つながりの弱い」学生を適切に支援し学生どう

しの適切な交流を促すだけでなく、学生にとって「居心地」の

よい大学をどうつくるかも、あわせて考えていくことが大切な

のではないだろうか。

　最後に今後の課題ついて。第 1 に、すべての授業科目の履修

人数の適正化（学生定員の適正化はもちろん）をはかることは

もちろん、今後は授業の形式や内容にもふみこんだ具体的な方

策を探ることが重要になるだろう。第 2 に、「よりよい授業」「わ

かりやすい授業」の実現をとおした学生の基礎学力向上を、教

員の研究・教育能力の向上と同時にすすめることが肝要である。

国際化と多様化に対応しつつ魅力的な双方向型・対話型の授業

を創造するとともに、充実した研究と教育を可能とする環境づ

くり（組織や会議の簡素化と効率化）がいっそう重要な課題と

なっていることも、あらためて強調しておきたい。

　経営学部は 1 学科（国際経営学科）構成であるためにスムー

ズに学生教育に対応でき、FD 活動においても各種のアクショ

ンがまとまり良く進められるのが特徴となっている。経営学部
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は理学部とともに湘南ひらつかキャンパス（SHC）にあるため

SHC 一体型ともいえる FD 関連諸活動が行われていることも特

記できるが、今年度は前学期と後学期に理学部、経営学部合同

で FD 研修会を開催したことを最初に報告したい。
● 7 月 8 日（水）：研究倫理とハラスメント関係の合同研修会開催
● 3 月 3 日（木）：障害者差別解消法に関する合同研修会開催
　前者についてだが iThenticate（論文チェックツール）の紹

介後、卒業論文や修士論文チェックに使えないかとの問い合わ

せを複数受けた。日本語文献の DB が整備途上であることなど

説明したが、経営学部では過去に懸賞論文チェックに市販ソフ

トを試用した経緯があり、この種のツールは研究倫理向上の波

及効果も有ると考えられるため、PR に努めて行きたい。

　次に学生の教育支援体制関連の報告をしたい。受験生の最

近の動向を踏まえ、本学部の特徴でもあった４コース制を刷

新して一層の教育効果向上を目指すために 2014 度から新カ

リキュラムに移行したが、その際に常に念頭に置かれたのが

PDCA 的な視点での学生フォローだった。クラスショップ制

という、科目履修の自由度をあげつつ専門科目の枠組みを堅

持することを狙った仕組みについての理解を浸透させるため

に、事務的対応のみで終わるのではなく、教員が赴いての説

明会の開催を複数回、時期を置いて学部学修進路支援委員会

の取組みで今年度も行った。教員や非常勤講師の方々には浸

透してきた制度でも学生には初耳でハードルも高く、説明会

は有用な教育サービスと位置づけている。また、フォローと

いう点では学部学生の継続的なアンケート調査も、FD 活動と

して特筆したい事項である。全学でも FYS と関連した「教育

改善のための学生による授業アンケート」や教育支援センター

主導による「学修状況調査」を実施しているが、経営学部で

は演習科目が 1 年から４年まであることを最大限に活用して、

学生の追跡調査で彼ら彼女らの特徴を独自に捕捉しようとし

ている。その一環として新カリ 2 年目のアンケート結果の説

明会を調査実施主体である学修調査特別委員会、そして学部

FD 委員会の共催で行った。
● 1 月 13 日（水）：経営学部学修調査結果報告会開催
　新入生が学年を重ね卒業するまで継続的にフォローするため

に「目標」や「ふりかえり（達成度）」等を各自で記入した用

紙をバインダー（マイ・ポートフォリオ）にはさんで自身の自

己管理やゼミ指導で活用する試みを新カリ学生対象に始めてい

るが、併せて 2015 年度も授業アンケートをインフォームドコ

ンセントに配慮しつつ記名式で 1,2 年生に行った。その結果を

学部教員間で情報共有する上記アクションである。紙幅の制約

がある中で結果を紹介するとすれば、満足度向上のグループに

見られる鍵は「友人」というのを１つ挙げたい。何を今さらだが、

説明では FYS で馴染むと友達が増えるらしい。友人さえ作り

ベタな感がある今日の若者。FYS の有用性も一段と高まるので

はないだろうか。

　今年度はアクティブラーニングが全学 FD 委員会で取り

上げられ、経営学部の特徴ある授業実践を提示（FD NEWS 

LETTER No.16､ p.7 で一事例紹介）したが、本学部では専任・

非常勤教員が一丸となり学生への教育支援に注力し、それぞれ

に工夫と努力を重ねている。今後も経営学部は一層 FD 活動を

推進して行きたい。

　外国語学部では、学部共通の学修支援活動（文化ウィーク、

留学フェア等）に加え、4 学科それぞれの特徴に応じた独自の

FD 活動を行っている。2015 年度は学部設立 50 周年記念事業

を実施したほか、各学科が次のような活動を行った。

＜英語英文学科＞
1. 入学前指導
　入学前教育の一環として、新入生に入学前課題を課してい

る。課題への取り組みと大学生活への準備を促すため、12 月

12 日（土）プレ神大生ミーティングを実施した。

2. カリキュラムの改訂
　①コース制導入（2014 年度新カリキュラム）に伴い、3 年次

より英語学・英語教育コース、英語圏文学コース、英語圏文化

コースのいずれかに所属し、各分野での発展的な学修を目指し

た体制を整えている。2 年次後学期に所属コースの選考を実施

した。②入学時の英語力が多様化する現状を受け、英語運用能

力育成を目的とした基礎科目において、現行の習熟度クラス編

成をより綿密に行うことについて現在具体的に検討中である。

3. 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ち合わせ会を開催し、本学

科の教育目標、カリキュラムの趣旨の再確認を全体会で行い、

科目別分科会では、授業目標・内容・評価等について、担当

者間で理解の差が生じないよう徹底した。分科会では専任教

員の科目リーダーを中心に、授業運営に関わる問題と授業改

善の施策、効果について担当者間で情報、意見交換を行った。

　②著名な専門家の講演、現役教員をしている卒業生の研究発

表を通じて、大学、中・高等教育レベルの教育方法の向上を目

指し、12 月 20 日（日）に「英語教育研究大会」を実施した。

4. 学生の課外活動に関する取り組み
　①学生に学修成果の発表の場を提供し、学修意欲を高めるた

め、11 月 21 日（土）に、第 14 回英語スピーチコンテストを

実施した。学生スタッフが企画運営の中心となり、学生間の有

意義な交流の機会でもある。また、同時企画として、来日中の

タスマニア大生による日本語スピーチの発表、社会で活躍する

学科卒業生の講演会を実施した。②「English book Club」を

毎週開催し、大学院生が学部生に英語の読書のアドバイスと奨

励をしている。③英語コミュニケーションラウンジ「English 

Express」の活用を推奨している。

＜スペイン語学科＞
1. 授業改善およびカリキュラム改訂の取り組み
　① 例年のように学科独自の学生アンケートを 6 月に実施し、そ

の結果を授業改善やカリキュラム改訂に活用すべく検討を行った。

　② 1 月 29 日（金）に非常勤講師との教員懇談会を開催し、授

業運営・改善に関し意見交換を行った。

2. 学生の課外活動に関する取り組み
　① 6 月 25 日（木）にスピーチコンテストを実施し、多数の

学生と教員の参加のもと学修成果を共有できる機会となった。

②学科 50 周年記念事業として 10 月 13 日（火）から 16 日（金）

まで「ドン・キホーテ出版 400 周年プロジェクト」を実施した。

ハエン大学教授他による講演会や学生による作品朗読会、映画

上映などを通じて交流が深まった。③ 10 月 24 日（土）に就
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職懇談会を開催し、就職事情の説明および卒業生と内定学生に

よる体験談紹介を行った。④ Spanish Express を活用してスペ

イン語学修支援を継続した。⑤スペイン語検定（西検、DELE）

受験学生への支援と指導を継続した。

＜中国語学科＞
1. 授業改善およびカリキュラム改訂の取り組み
　①定例の月 2 回の学科会議を開催し、授業の改善、カリキュラ

ムの充実について協議を行った。その成果の一つとして、今年度

の新入生より増加した中国語母語話者を対象とする、中国語の必

修特別クラスの設置が挙げられる。②年末の非常勤講師との打ち

合わせにおいて、授業や履修者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た。③各学期

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、

学習到達度や取得単位数などの確認を行い、学習指導を徹底した。

2. 学科主催の行事および課外活動に関する取り組み
　学生の自主的な学習を促し、学習意欲を向上させるため、以下の

通り多様な学科主催の行事・活動を行った。①文化ウィーク：「小品」

語劇コンテスト（3 年生必修、10 月 10 日）、スピーチコンテスト

（１年生必修、11 月 7 日）、②卒業論文の中間発表・口頭試問（4

年生必修、7 月 17 日、1 月 28 日）、卒業論文集の刊行、③留学説

明会（7 月 16 日）、④就職懇親会（11 月 23 日）、⑤社会貢献講座

（1 月 20 日）、⑥ HSK 受験（12 月）、⑦ゼミ合宿（夏）、⑧上海メディ

ア教材作成（夏）、⑨中国語学習を通した留学生との交流（通年）。

＜国際文化交流学科＞
1. 専任教員と非常勤講師との会議　　（　）内は参加人数

　①英語部会では、2 月 12 日（金）に「一般英語打ち合わせ会」

を開催した（41 名）。外部より講師をお招きして協同学習に関す

るワークショップを開き、意見交換を行った。②地域言語部会で

のフランス語は、授業内容、翻訳コンクール、留学、留学生ア

シスタント、検定試験のあり方について情報を交換し議論した（3

名）。③ロシア語は 2 月 8 日（月）に開催し（6 名）、シラバス、

交換留学と推薦語学研修、検定試験報奨制度と合格者の単位認

定制度などについて議論した。④韓国語は 12 月 19 日（土）に

開催し（8 名）、「初級 A」と「初級 B」との連動、中級での学習

における「初級 A」の重要性、および「初級 A」の新教材の内容

などについて議論した。⑤人文部会は 7 月 22 日（水）に開催し

（26 名）、日本語、世界史、日本史、哲学・倫理学の分野に分れて、

授業内容や学生の反応について情報交換を行った。

2. 学科独自アンケートを参考とした授業改善に関する取り組み
　1・3 年生全員を対象として毎年行っている、学科科目受講ア

ンケートを集約し、今後のカリキュラム改訂の参考とした。特

に、FYS、基礎演習、専門演習Ⅰ A・B の内容の順次性につい

てのアンケート結果を踏まえ、改善のための取り組みを始めた。

3. 成績評価のあり方に関する取り組み
　学科会議で専攻科目の成績分布についてデータを共有した。

必修科目、複数教員担当科目などでの平均点や成績分布を互い

に確認し、今後の成績評価の参考にすることとした。

4. 文化ウィークでの取り組み
　文化ウィークで「言語の祭典」（11 月 5 日）と「異文化交流

フェスタ」（11 月 14 日）が開催された。前者については、今

年度は木曜日開催としたため、多くの学生が参加し、発表グルー

プ・見学者ともに語学学習への意欲を高めることとなった。教

員も多く参加し、学生の発表から教育成果を確認し、今後の教

育方法を検討する契機とした。

　FD 活動は入試、カリキュラム、ディプロマの充実が 3 つの

柱である。人間科学部 FD 委員会も、そのように位置づけて

FD 活動を展開している。学部 FD 委員会の目的は、学部長の

下で、この 3 つの柱がお互いに支え合ってより骨太な基盤とな

るように必要な施策を検討することにある。

　2015 年度もこの方針でよりよい FD 活動を模索し、いくつ

かの試みを重ねた。2015 年度はさまざまなアンケート（全学

事業としての学生生活実態調査、富士通（株）提供による図書

館フィールドイノベーション、（株）リアセック提供の PROG）

が実施されたので、まずアンケートを活用した FD 活動から紹

介する。

　人間科学部は人間科学科という一学科の中にスポーツ健康

コース、人間社会コース、心理発達コースという 3 コースがあ

る。各コースは一つの学科並みに充実した専門教育のカリキュ

ラムを設置しているが、学生はコースの垣根を超えて広く学び

グローバル社会を生きる現代人としての幅広い見識と創造性を

養うことができるように設計されている。アンケートの結果を

見る限り、このカリキュラムコンセプトは受験生や学生に概ね

支持されているようである。しかし、一部の学生には広く学べ

るが故の困惑が見られることもアンケートの結果からは示唆さ

れており、教員研修会ではこの問題の共有を図った。また、学

生は教員との距離が遠いと感じていることも明らかになった。

一部教員は学生との距離が近いつもりで教育に当たっている

が、教員と学生に意識のずれが生じている可能性が示唆された

形である。「ゼミの神大」を謳っているので、このズレは放置

すべきではなく、何らかの対応を検討する必要性について問題

意識の共有を訴えた。

　次に2015年度9月には学部長の発案で教員研修会が行われ、

そこでは学部 FD 委員会が設置された 2008 年度からの FD 活

動の総括も行われた。授業アンケートの組織的活用という点で

は比較的早くから積極的に展開するなどの成果もあった。しか

し、2 度のカリキュラム改定の中でカリキュラムの円滑な施行

に向けた教育資源（人員配置、施設・設備）の確保に課題が集

中し、カリキュラムの成果検討のデザインを十分に設計できな

かったなどの課題があることも示唆された。しかし、現状では

社会が大学に求めるニーズの過渡期ということもあり、カリ

キュラムのニーズ対応により集中するべき局面だったのかもし

れない。学部 FD 委員会の課題設計も含めて、再検討が必要と

考えられる。

　ただし、学生の成長を把握するために（株）リアセックの提

供する PROG（社会人基礎力に対応した課題対応力診断シス

テム）を今年度も実施できたことは一つの成果であると言え

る。また、図書館の事業である、富士通（株）提供の図書館フィー

ルドイノベーションに人間科学部将来構想検討委員会を中心

にした協力を行ったことで、学生の図書とのつきあい方の実

際が見えてきた。この成果をどのように活かすかは今後の課

題であるが、成果と課題が混在した 2015 年の FD 活動であっ

たと言える。
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建 築 学 科

機 械 工 学 科

電気電子情報工学科

経 営 工 学 科

情報システム創成学科

教 室 系

物 質 生 命 化 学 科
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建築の構造

工業力学 I

基礎電気数学 II

機械工作法

システム工学

宇宙科学 II 

物理化学 II

岩田　衛

寺島岳史

新中新二

細川修二

秋吉政徳

林田直明

上田　渉

第 1 回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

第 5 回 

第 6 回 

第 7 回

5 月 20 日

6 月 17 日

7 月 15 日

10 月 21 日

11 月 18 日

12 月   7 日

3 月  9 日

役割分担、入学前教育課題の検討、
模範授業予定
入学前教育課題の検討、
実施アンケートへの対応
模範授業の実施と今後の予定、
アクティブ学習事例
アクティブ学習等授業改善実施事例に
ついての収集
今年度学修状況調査集計結果の教授会
報告と意見交換
アクティブ学習の研修会報告、
スライド資料検討
第 21 回 FD フォーラム参加報告、
次期委員会への引継ぎ事項 
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理学部
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　理学部 FD 委員会の本年度の検討事項として、AO 及び各種

推薦入学試験合格者に対する入学前教育プログラムの課題の

選定、授業アンケートの活用及び改善、および、アクティブ

ラーニングに関する実施状況の調査についての意見交換、各

学科への検討依頼を行ったことがあげられる。入学前教育課

題については学科による差異がある程度縮小された。授業ア

ンケートの活用に関しては来年度から記名式になることを考

慮し、入試種別との相関が大事になるとの意見があった。こ

れまでも成績と入試種別との相関には興味深い結果が現れて

おり、学習意欲等と入試種別の相関が見えるような項目を加

えることを検討したい。

　経営学部と合同で教授会内での FD 研修会が 2 回開催された

が、7 月開催のものはコンプライアンス教育、保健管理センター

長、およびハラスメント相談員による講演、学生相談室からの

案内から構成されていた。こうした内容の講演会はこれまでも

開催されていたものである。また、12 月には保健管理センター

長による安全衛生講演会が開催された。

　理学部 FD 委員会により実施されているものではないが、理

学部の重要な FD 活動として理学研究科主催の FD 研修（教員

向け英語講座）、および理学談話会がある。前者は昨年度から

始まったもので、昨年度は初級コースのみが開催された。本年

度は更に、既に初級コースを受講した教員を対象とした上級

コースも開催された。なお、定員に余裕があったため、他学部

にも参加の呼びかけがなされた。理学部で開講されている英語

による授業としては「化学国際交流 I・II」があるが、これは国

立台湾大学との国際交流によるもので、10 名以上の本学学生

が参加した。また、3 月には国際シンポジウムが開かれ、口頭

発表のほか、大学院生による多数のポスター発表が行われた。

また、理学部学生、大学院生を主たる対象とした科学技術英語

講座、工業英検対策講座も実施されている。

　理学談話会は理学部の教員が 40 分程度の時間で話題提供を

行い、質疑に応じるもので、授業期間中、月に 1 回、各回二名

の講演が行われている。内容は多くは研究紹介であるが、専門

の異なる聴衆に理解できることが重要であるため、通常の授業

で必要になるスキルの開発に資することが期待できる。また、

他の教員がどのようなことを考えているかがわかることも大切

なことである。今年度は 3 月の退職教員の最終講義に合わせた

特別バージョンとして、教員ではなく、大学院生が話題提供を

行った。

　今年度も、月例の委員会と、各学科での模範授業等による

FD 活動を行った。委員会は、本部の FD・学生支援推進委員

会が月の初めに開かれるので、原則としてその月の第３水曜日

夕方から開催している。内容は、本部からの各種報告事項と審

議事項、模範授業の計画と報告等からなっている。

　今年度の委員会の開催と主な検討事項は、以下の通りである。

　また、模範授業は、6 学科 1 教室の FD 委員により、企画実

施をされている。今年度の対象は、若手からベテランまでにわ

たり、多種多様である。ときには、新任の若手教員が対象となる。

今年度の模範授業の実施は、以下のとおりである（敬称略）。

　今年度のトピックスは、アクティブ・ラーニング等の先進的

授業法への取り組みについて、本部とともに何回か情報収集や

意見交換をしたことである。今後の進展、普及が望まれる。秋

には、大学基準協会の大学評価実地調査にも協力を行った。3

月には、恒例の第 21 回 FD フォーラムが京都で開催され、本

部関係者とともに、工学部委員会からも内田先生と清水先生が

参加されている。

　学務委員会は、2014 年度に法務研究科を除く全大学院生対

象に実施した「大学院生アンケート（学習環境満足度調査）」

の内容の分析を行い、結果の公表に向けて審議を重ねた。

　委員会の開催日と「大学院生アンケート（学習環境満足度調査）」

に関する審議内容は、以下のとおりである。

■第 1 回　4 月 22 日　2014 年度からの引継ぎ事項として、

満足度調査の集計と組織的改善項目について審議

■第 2 回　5 月 27 日　以下の点に関する検討の確認

●各質問事項における自由記述欄の内容について、表現上問

題ないか確認を行う（特に回答者の特定を防ぐため）

●要望、改善点について、大学全体、もしくは、各研究科で

対応する項目とするか検討を行う

●公表方法について、公表の仕方、時期について検討を行う

■第 3 回　6 月 24 日　自由記述欄に対する表現上の確認、各
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研究科で対応すべき項目の有無の確認を依頼

■第 4 回　7 月 22 日　各研究科で意見聴取した内容の集約、

自由記述欄以外の表現について、各研究科運営委員会などで

の確認を依頼

■第 5 回　9 月 23 日　各研究科から提出された文言に対する

意見をふまえ、次回の委員会で調査結果を提示することを決定

■第 6 回　10 月 28 日 

●公開する回答の範囲　2012 年度に実施したものと同様とする

●公開方法　WEB ステーション

●公開対象　大学院生および教員

■第 7 回　11 月 25 日 

●学習満足度調査に係る要望書を学長に提出することを承認

2015 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.「2015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：2015 年 7 月 2 日（木）～ 7 月 20 日（月）　

　初年次導入教育科目の見直しや改善のため、経年比較が必要な
ことから共通教養教育推進委員会より依頼を受け実施した。なお、
今年度より記名式を採用した。アンケート調査結果は、各担当教
員のほか組織的な改善のためのデータとして各学部及び各教育実
施組織に提供した。

２. 「2015年度学修状況調査」の実施
　 対象科目：1 年次～ 3 年次
　 実施時期：4 月～ 5 月

　学生の学習時間、学習成果の自己評価、学習動機と教育課程と
の関係等を把握するための学修状況調査を今年度より実施した。
調査結果を GPA、ゼミ履修有無等と合わせて複合的に統計分析し、
分析結果を本学全体の FD 活動及び教育改善に役立てるために各
学部 FD 委員会等にフィードバックした。

３.「2016 年度　教育改善のための学生による授業アンケート」
　　実施内容の検討
　出席、成績（GPA）等のデータとマッチングさせ、総合的な統
計分析（IR 機能）とも連携することを目的に記名式とすることと
した。

４.FD 研修会の実施
（1）4/1、10/1　新任教員対象ＦＤ研修会

「神奈川大学の基本方針及びＦＤ活動について」
副学長　齊藤　弘

「神奈川大学の学修について」副学長　出口裕明
［参加者数］新任教員 21 名（4 月）、3 名（10 月）

（2）第１回ＦＤ研修会　11/7（土）
「アクティブ・ラーニングとしての反転授業

　－個人技に頼らぬ効果的な授業デザイン－」

　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　朋子氏

　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？」

　　（共催）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
　　（後援）横浜国立大学 大学教育総合センター
　　　　　 関東学院大学 高等教育研究・開発センター
　　　　　 全国私立大学 FD 連携フォーラム（JPFF）

　　（協力）神奈川大学学生 UD 委員会

[参加者数]　62名（教職員22名、学生4名、他大学教職員20名、
　　　　　　　高等学校教諭10名、他大学学生4名、その他2名）

（3）2/20（土）ヨコハマ FD フォーラム’16
　「学生の学びのモチベーションを高める大学教育

　　－学びのやる気スイッチが入るとき－」
　第Ⅰ部 基調講演
　「選手が伸びる瞬間－サッカー指導の現場から－」
　　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　　
　第Ⅱ部 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」

　第Ⅲ部 グループディスカッション
　「学びのやる気スイッチが入る時を一緒に考えよう」

　（共同主催）神奈川大学 教育支援センター
　　　　　　　 関東学院大学 高等教育研究・開発センター
　　　　　　　 横浜国立大学 大学教育総合センター

[ 参加者数 ]   73 名（教職員 19 名、学生 5 名、他大学教職員 32 名、
　　　　　　　 他大学学生 5 名、その他 12 名）

（4）第 2 回 FD 研修会
　「障害者差別解消法と文部科学省の『対応指針』について

　　  ～『不当な差別的取扱いの禁止』『合理的配慮』とは ? ～」
　　3/3（木）＜平塚＞講師：教育支援センター

障がい学生支援アドバイザー　中田正敏氏
　　3/4（金）＜横浜＞講師：法学部　山﨑公士教授

５. 学生の FD 活動参加
（1）9/2（水）、3（木）学生 FD サミット 2015 夏

「学生FDしていますか？～本当に大学が『よく』なっている!?～」
[ 会場 ]  追手門学院大学
[ 主催 ]  追手門学院大学学生 FD パレット、教育開発機構
[ 本学参加者 ]  学生 8 名（経済 1、経営 1、理 4、工 2）、
　　　　　　　教育支援センター職員 3 名

（2）3/12（土）、13（日）学生ＦＤサミット 2016 春
「キャンパスを彩る三原色」
[ 会場 ]  日本大学文理学部キャンパス
[ 主催 ]  日本大学 FD 推進センター
[ 本学参加者 ]  学生 6 名（経済 1、経営 2、人 1、理 1、工 1）、
　　　　　　　教育支援センター職員 3 名

６. 他大学との FD 連携
（1）12/3（木）横浜市内３大学（神奈川大学・関東学院大学・

横浜国立大学）ＦＤ活動の連携に関する包括協定締結
（2）12/3（木）横浜市内３大学懇談会開催

●結果の公表　FD・学生支援推進委員会に報告した上で、

WEB ステーションでの公表について依頼

　学習環境満足度調査は、今回3回目であった。大学院生にとっ

ては、大学院の教育内容や施設・設備環境等に意見を述べるこ

とができる貴重な機会である。調査によって吸い上げられた意

見・要望が、大学院の教育環境の改善につながることを切に希

望するものである。

　なお、学務委員会では、「大学院生の学会発表に対する旅費

の補助条件の緩和」についても審議し、意見書を学長に提出し

た。補助条件の緩和により、大学院生の研究活動が促進され、

一定の教育効果が得られることを委員会として期待している。

〈8ページに続く〉
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Ⅲ．その他

１.12/12（土）プレ神大生ミーティングの開催
[ 対象 ]  AO・各種推薦等入学予定者
[ 実施学部学科 ]  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、経営
学部国際経営学科、理学部全学科・プログラム

[ 内容 ]  入学前教育課題への主体的な取り組みへの理解と、入学
前の不安や疑問の解消。

[ 参加者数 ]  入学予定者 297 名（横浜 120　平塚 177）、保護
者 156 名（横浜 49　平塚 107）

２. 2/23（火）ＳＡ（スチューデントアシスタント）研修会の実施
[ 対象 ]  SA 業務に関心のある学部生
[ 内容 ]  学生に主体的に学びを促すＳＡの役割、授業補助業務と

　　 課題について
[ 参加者数 ]  7 名

Ⅱ．学生支援活動

１. 新入生なんでも相談窓口アスクカウンター開設
　学生ＵＤ委員会主催による新入生相談窓口

[ 開催期間 ] 4/1（火）～ 4/17（金）
[ 開催場所 ] 教育支援センター「ＫＵスクエア」他　　　

〔横浜〕学生スタッフ　60（119）名、相談件数　589（1,051）名
〔平塚〕学生スタッフ　22（41）名、相談件数　181（192）名
　　　＊（　）内は前年度実績

２. 学習相談と学習セミナー
（1）学習相談

　［横浜］学習相談利生者数　136（124）名
　　　　  相談件数　1,267（958）件
　［平塚］学習相談利用者数　55（54）名
　　　　  相談件数　417（446）件

　　　＊（　）内は前年度実績

（2）学習セミナー
　［数学］「解析学とは」4/20（月）、「線形代数とは」4/27（月）
　［国語］「『伝わる』文章を書くには？」12/1（火）、12/8（火）

（3）学習相談に関する情報交換会の実施
　［前学期］8/  4（火）15：00 ～ 17：00　
　［後学期］2/18（木）15：00 ～ 17：00　

３. 障がいのある学生への支援
（1）授業や定期試験等における教育的配慮の件数
　　両キャンパス計　前学期　67 件、後学期　59 件

（2）｢よこはま若者サポートステーション｣ との連携
（3）障がい学生支援アドバイザーに中田正敏氏就任

４. 学生ボランティア活動の支援
● 8/4（火）神奈川新聞花火大会 ● 8/10（月）ぐりぐら交流会 
● 11/7（土）３大学交流会（神奈川大学・昭和女子大学・亜
細亜大学） ●他大学訪問 ● 12/12（土）横浜サンタプロジェ
クト ● 12/13（日）ゴミ拾い甲子園 ●学生ボランティア活
動支援室広報誌「Your Field vol.13」発行 ●文具プロジェ
クト（回収文房具の発送）● 3/4（金）～ 3/6（日）「第 4 回学
生ボランティアと支援者が集う全国研究交流集会」等

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

　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。教育改善 ( 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 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 )

2015 年度ＦＤ・学生支援推進委員会委員
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