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紹介されました。小学校などの教諭に比べ大学
教員は他に代替される可能性が高いとみられて
います。講義内容によって代替性は異なり、内
容が標準化できる分野や科目は AI に代替可能
であるとされました。2030年に生き残る大学
教員の 4 類型、スーパー教員、ファシリテー
ター、社学連携コーディネーター、学修コーチが示されました。
アメリカほどこの潮流は急速に進まないかもしれませんが、日本
も無関係ではないと思います。
　日本においても、学習塾や人的資源の恵まれない地方の単科大
学などでは、AI を利用する学修はすでに導入され始めています。
AI による学修のほうが学生に好評で学修効果も高いという報告も
あります。将来、大学ですべての学修を教員が担うのは過去の話
となるかもしれません。併せて、佐藤氏は、この潮流に対応する
ため、FD の重要性を指摘していました。EU ではテニュアトラッ
クの期間に、250から 300 時間の FD 研修が行われていることを
紹介していました。日本においても新任教員への FD 研修の必須
化が避けられないと予言し、すでに愛媛大学は 100 時間、大阪大
学は30時間の新人研修が導入されているとのことでした。
　日本の大学には、18 歳年齢人口の減少という難題があり、FD
関係者の間ではこの10 年で根本的に変わることができない大学
は、次の10年は大きな困難に直面するのでは、という共通認識
があります。大学はまさに転換点に立っており、教育支援センター
は本学構成員の皆様のご助力の下、直面する課題に取り組んでい
きたいと思います。 

　大学における FD活動が義務化され、教育改革の一層の促進が
唱えられ、すでに 10 年が経ちましたが本学において教育改革が
どこまで進んでいるかと問われると、正直なところ胸を張って実
質化しているとは言えない状況があります。
　大学の認証評価が 2018 年度から第 3 期を迎え、内部質保証シ
ステムのさらなる実質化が重視されています。教育の質保証には
FD 研究の成果を反映させることが近道だと思います。私が所長
に就任してからは、様々な FD 関連の会議や研修会に出席する機
会があります。
　今回は、今年の 3 月に京都産業大学にて開催された「第 23 回
FD フォーラム」（大学コンソーシアム京都主催）の中から、今
後の教育の質保証に重要であると思った内容を紹介し、全国の大
学 FD の最前線で何が議論されているか少し紹介してみようと思
います。「FD のこれまでと、これから―多様な角度から FD につ
いて考える―」のテーマで総合シンポジウムが行われ、シンポジ
ストのお一人、大阪大学の佐藤浩章氏の「未来の大学教員・未来
の FD―2030 年に大学教員に求められる能力とその開発法の予
想―」の内容は、我々大学教育に関わる者にとって興味深いもの
でした。大学教員が社会の変化に対応してどのように生き残るか
という発表で、「インターネット社会で現在の大学教育はコスト・
パフォーマンスが悪いことを認識し、改善に取り組む準備をする
べきである」というメッセージがありました。オックスフォード
大学のマイケル・A・オズボーン准教授の 2013 年調査による「AI
の発展により702の職種のうち約 10％の70 の職種が 10 年後に
コンピューターで代替されて消える」という衝撃の内容が最初に
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いのが現状です。
　一方で、自分の実力を認識し、定期的に来室し、真面目に
学習に取り組もうとする学生、ピンポイントの質問で来室する
学生は、殆ど単位を取得できているようです。
　また、「複素解析」や「代数」など、専門科目の課題の質問
で来室する学生の中には、「学習相談室ではどんな問題でも、
即応できる」と思い込んでいて、即答できない場合は「気分を
害する」学生もいて、対応に苦慮するときもありますが、一方で、
予め「このような質問をしたい」と具体的な質問内容を持参し、
時間的な余裕を与えてくれる学生の配慮が嬉しく感じられるこ
とも多くあります。
　来室する学生の多くは、理学部学生の授業内容の質問ですが、
経営学部では、2、3 年前には、SPI の非言語分野の質問に定
期的に質問してきた学生もいましたが、最近は殆どいないこと
も気になります。

　相談室では、個々の学生ごとの置かれている状況や理解の程
度を踏まえて、解説のレベルなどに対応を工夫しているつもり
です。また、数学以外でも、これまでの自身の職場経験を踏ま
えて、就職活動や面接などの助言をすることもあります。

　学習相談員として、あらためて強く感じるのは、学生の相談
室利用の意識と、その利便性です。水曜日は 3 時間の短い担当
時間ですが、今期水曜日は、来室する学生は殆どありませんで
した。学生の高等学校レベルの学習不足は、私が担当している

「教科教育法」の授業を通しても感じており、どの程度大学で
の数学の授業に対応できているのか疑問もあります。推薦で入
学してきた学生の中には理学部でも「数学Ⅲ」を履修していな
い学生も多く、これら学生のボトムアップのために、学習相談
員として出来ることもあると思いながらも、学生の自発的な行
動を待つだけの現状では難しいと思うこともあります。
　また、相談する気持ちはありながら、「昼休みの利用は避け
たい」「授業が詰まっている」などの理由で「利用しない」「出
来ない」学生への対応なども、担当している学習相談の機能が
十分に果たせていないという課題が残ったままと思います。

生が数回来て暫く来ず、試験前に来ることもありました。一方、
全く来なくなってしまった学生もおり、補習授業も実施されて
いるようなのでそこで頑張ってくれていればよいのですが、私
の対応がよくなったのかと気掛りです。昨年度は留学生と単位
を取れなかった学生が定期的に来て、頑張っていたことがあり
ましたが、本年度はそのようなことはありませんでした。
　また、昨年度と本年度の夏休み最後に「微分・積分」短期集
中講座というものを担当させていただきました。高校の数学Ⅲ
の微分・積分のところを、2 日間で時間も短かったので内容を
絞って実施しましたが、予定していた内容を十分に説明するこ
とができませんでした。日程をもう１日増やすか、あるいは内
容をさらに絞ってやることが必要ではないかと思いました。少
人数でしたので、一人ひとりに対応することができたと思いま
す。後期の勉強に役に立ってくれていればよいのですが。

　教育支援センター学習相談の開設当初から 6 年間、数学の学
習相談員として様々な学生と接してきましたが、学習相談員と
しての職務の不安定さと限度が、そのまま学習相談の現状と課
題になっているような気がします。

　数学の学習相談の職務は、「高等学校の数学の補完を含め、
大学の数学へスムーズに移行できるようにする」というものだ
と認識していましたが、その主旨に従って、「高等学校で、二
項定理は扱っていない。区分求積は苦手だった。確率がよくわ
からない。」との理由で、その解説をして欲しいと、具体的な
課題をもって来室してきた学生は少数でした。多くは、試験直
前に「解析」や「線形代数」を始めとした大学の授業でのプリ
ントやテキストの問題がわからないので解説して欲しいと来室
する学生への対応です。

　テスト直前に来室する学生には、「とりあえず、試験範囲が
解決できれば大丈夫である」と、思い込んでいる学生も多く、
とても短時間で基礎から徹底することは不可能であると思いな
がらも対応していますが、結果的に単位を落としているのが多

1．学習相談の役割

2．相談に来る学生の傾向

たように思います。以前は高校で行列を扱っていましたが、現
在は扱っていないので、初めは戸惑うようです。一次独立につ
いても高校の数学 B でベクトルを学習した際に少しやっている
はずなのですが、結び付かないようです。また、数学 B を履修
していないという学生もいるようです。微分積分では合成関数
の微分法、テイラーの定理、置換積分、部分積分、部分分数分
解などの質問が目立ったところです。こちらは、高校数学Ⅲを
履修していない、あるいは十分理解できていない、忘れてしまっ
ているという学生が殆どのようでした。また、大学の授業が速
くて理解できない、ノートを書くのが追い付かないといった声
も聞きました。その他、数学検定に向けて熱心に勉強に来る学
生もいます。工学部以外の 3 年次が就職試験の為の SPI や数的
処理の質問に来ました。数学が全く苦手であるという学生も、
継続的に熱心に来ていました。また、経済学部の学生で授業内
容が殆ど理解できていないのか、私のところに経済の専門用語
の意味・内容やグラフが何を表しているのか分からないという
ことで、質問に来た学生がいました。回答に大変苦労しました
が、テキストやインターネットで調べて、できる範囲で説明を
してみましたが、それでよかったのかどうかとても不安でした。

　心掛けていることは、質問に来る学生は高校までの内容の理
解が十分でないまたは忘れてしまっているようなので、ある程
度説明をして分かってもらい、後は自分で問題を解いてもらう
ようにしています。かなり時間がかかる場合もありますが、しっ
かり理解してほしいと思っています。ただ、繰り返し来る学生
の中には、前回の内容の定着が十分でない場合もあります。こ
ちらも繰り返し説明をして何とか自分でできるようになってほ
しいと思っています。

　今年度は昨年度ほどではありませんでしたが、やはり中間試
験や期末試験の前にはそれまで来ていなかった学生が多く来て、
一度に複数の学生に対応することになりました。この場合は学
生も時間がなく、じっくり考えて問題を解いてもらうことはで
きず、どの程度理解できたのか大変不安でした。授業内容が分
からない時点で来て質問をし、理解してその後の授業に臨んで
もらえるようになるとよいのですが、なかなかそうもいかない
のでしょうか。また、単位を取れなかったということで来た学

　学習相談は、学生を支援するためのとても有意義なシステム
だと思う。自分が今学生ならおそらく活用しているだろう。
大学数学のつまずきを挽回したり、不明箇所を自力で解明する
のは難しいし、それには多くの時間と労力を要するだろうから、
忙しい学生にとってはありがたい場所である。
　もちろん、その講座の担当者に直接質問するのが筋ではある
が、次の講義への移動など時間的な制限もあるので現実的な方
法ではないことも多い。また授業担当者にとっても 10 分の休
み時間で多くの学生の質問に対応するのは困難である。
　学生は自分の空き時間などを利用して気軽に、そして好きな
だけ質問ができるのだから利用しない手はないはずだ。こちら
としても時間はたっぷりあるので親切丁寧な説明ができるし、
相談者のペースにあわせた対応もできる。実際一度味をしめた
学生は何度も来訪することが多い。現状は工学部の学生が、授
業の質問、課題の不明部分、テスト対策などに訪れる。

　課題の提出期限の近くやテスト前の週は混雑するので、同時
に 2 〜 3 人を個別に対応することもあるがとくに不都合は感じ
られない。むしろ誰も来ないときが寂しい。
　その他数は少ないが就職対策に訪れる工学部以外の学生もい
る。学生たちはいずれも真面目で、安直に答えだけを求めてく
るような学生はいないので、その点についても問題は感じられ
ない。したがって、こちらも彼らの質問を直に答えることはな
るべく避け、ヒントや誘導によって彼らの内側から結論が湧き
上がることを目指してやりとりをしている。

　

　一昨年の４月より、勤めさせていただいております。よくあ
る質問内容としては、工学部の学生は線形代数で一次独立・一
次従属、固有値と固有ベクトル、対角化、線形写像などが多かっ

　教育支援センターでは、横浜、湘南ひらつか両キャンパスにおいて2012年度から、大学での学修に必要な基礎学力を
補うため、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、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。開設当初は学習相談員を5名配置していましたが、継続的に利用する学生や何らかの教育的配慮
が必要な支援学生の増加により、現在は9名に増員し、相談枠の拡張を図っています。その他、学習セミナーの開講や、
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。
　本誌では、学習相談の課題となっている学習相談の実践状況の周知について、これまでの実施状況や対応内容を「学
習相談の成果と課題」として報告書にまとめ、広く周知を図ることとしました。3教科のうち今回は「数学」と「文章表現」
の学習相談員からの報告書を掲載します。
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● 空き時間がないなどの理由で相談時間が十分に取れない学
生に対しては、メールによる添削を行ったり、事務の方を介
して書面を中心にやりとりしたりしています。

● 定期的な相談を希望したにもかかわらず、何度も直前にキャ
ンセルしたり断りなく来なかったりする学生が、昨年くらい
から目立ちます。他の学生への影響も大きいので、予約時に

いれることがかなり難しくなっている。来年度以降、相談日
数を増やすことも考えられているようなので、この問題はか
なり解決されると期待する。
　しかしながら、まだまだ潜在的に存在するであろうニーズ
の掘り起こしについては、多くの課題があるように思われる。

「書けない」ことは「読めない」こと、これはこのセンターに
着任した当初から言い続けてきたことであるが、多くの相談
者と接してみて、その感を一層強くしている。ただ、普段の
生活の中でなかなか実感できないことでもあり、課題をこな
す中で気づくものも多いことから、きめ細かく課題を仕上げ
る機会を設け、それをこなしていく中で、自分の困難に早め
に気づくことができるとよいと考える。そうした折に、読み方、
考え方、調べ方等、様々な方向から、粘り強く学生の援助に
資する相談室でありたいと思う。

　湘南ひらつかキャンパスで学習相談員を務めて 6 年が経ち
ます。この間相談に来た学生は、動機も学力も、また国籍も
多様です。状況が一人ひとり異なりますので、教育支援セン
ターの方々から情報をいただきながら、それぞれの学生が日
本語による表現力を伸ばすためにはどのような方法をとれば
よいか、試行錯誤しつつ対応してまいりました。

● 最も多かったのは、レポートや、授業時のコメントシート
などがうまく書けないという相談です。授業担当の先生など
を介して来た学生と、自主的に来た学生がいます。前者に多
かったのは、発達障害（特に自閉スペクトラム症）と診断さ
れている学生や、その傾向があると思われる学生です。後者
では、相対的に見て文章表現力が特に弱いわけではないが、
もっと力をつけたいと考えて来る学生が多かったです。その
中には、就職活動時のエントリーシートや公務員試験の小論
文問題などを意識している学生もいました。前者も後者も定
期的に通って勉強する学生が多く、概ね熱心に学び、それぞ
れのペースで力を伸ばすことができたと思います。
● 他大学・専門学校への入学や転編入、または学内での転部
転科を希望しており、小論文対策や志望理由書の指導などを
求める学生も少なからずいました。思い通りの結果にならな
かった学生が多いのですが、熱心に取り組んだために文章力
の伸びが著しく、その後の本学での学生生活をより充実した
ものにしていった学生もいます。
● FYS の 1 クラスと 2 年間連携し、論理的な文章の書き方に
ついて個別指導しました。
● エントリーシート、SPI、履歴書、奨学金申請書（特に留
学生）、ゼミ志望理由書、卒論などに関して、単発的、あるい
は数回にわたる相談が毎学期何件かあります。

● 日本語による表現力もニーズもそれぞれ異なるので、でき
るだけ各学生に合った方法、教材を用意するように努めてい
ます。抱えている問題が生活全般に関わる場合には、本人の
話をよく聞くようにしています。

　現在、定期的に来室するものは2日の勤務の中でほぼ10名、
その大半が先生方、及び他部署からのご紹介による、学修に
困難を抱えているものである。相談者の主訴は「文章が書け
ない」「文章が読めない」というものであり、多くはいわゆる

“学習障害”という括られ方をするのであるが、出現のあり方
もそれぞれ異なっている。

　本人が自覚的であるが故に、できないことを正当化して、
すべきことに取り組めず、ともすると回避的になっているケー
ス、逆に本人、家庭ともに認めたがらず、つらい状況であり
ながら受けるべき援助が受けられていないケース、いずれに
おいても大学生活を維持していく上では大きな困難を抱えて
いる。目に見える障害とは異なり、何を援助すべきかが見え
づらい学生については、ひたすらヒアリングを介して本人の
要求を聞いていかざるを得ないが、それが問題の解決にはな
かなか結びつかないという面も有している。結果、継続的来
室の枠が増え続けることにもなり、新規学生の受け入れが難
しい事態を招来している。一方でここ 1，2 年は新入生前期
の相談件数が増えている。大学生活が始まったところで漠然
とした不安を感じ、とりあえず吐き出しに来る学生も少なか
らずいる。文章表現を看板にしている中でそれを排除するこ
とは簡単なのだが、学生相談室に行くほどでもないと考えて
いる層に対して、何らかの受け皿を用意することも必要なの
ではないかと考える。
　当初、文章表現の基本を学ばせるためには、何らかのドリ
ルワークが必要と考え、要約問題や文章表現のドリルワーク
を課すことを考えたこともあったが、大学生活で困難を感じ
ている人々にとっては負担にしかならないのではないかと思
い直し、ここ数年はなるべく授業に即した課題解決を心がけ
るようにしている。具体的には、講義の要約・質問事項の整
理などを通して、ノートテーキングやレポート作成の準備を
手助けする方向にシフトしている。英語や数学と違って、何
をどのように質問したらよいかわからない学生も多く、そう
いった学生にとっては若干ハードルを下げる効果もあるよう
に思う。
　さらに、文章表現は自己開示を伴うために、同時間帯に複
数の学生と対応することは避けるようにしている。1 対 1、
多くても 1 時間という枠を決めて丁寧にヒアリングを重ねる
こと、本人の要求を最優先させることを念頭に日々対応して
いる。

　当初は相談学生が少なく、開店休業のような日々が続いて
いたが、認知度が上がるに従い、機能的に運用できるように
なってきた。現在は、困難を抱えている学生について、先生
方から直接教育支援センターにお問い合わせがあったり、本
人、及び保護者がさまざまな機会に相談に訪れ、事務方で事
情を聞き取った上でご紹介いただいたりという方法がほぼ確
立してきており、かなりシステマティックに稼働している印
象がある。反面、緊急避難的に飛び込みで訪れる学生を受け

2．学習相談の課題や問題点

1．相談に来る学生の傾向

2．学習相談において工夫していること

3．学習相談の課題や問題点

1．学習相談の役割

ルールをしっかり認識させたいと思います。
● 学生相談室、国際課、就職課などと連携できたことで、難
所を乗り越えた学生が何人もいます。今後も連携を深めて行
ければと考えます。
● 現在は授業日のみの開室となっていますが、毎学期、補講
日や定期試験日などに相談を希望する学生がいます。大学
のスケジュール上無理のない範囲で弾力的に運営していた
だければ、より利用しやすい相談室になるのではないかと
考えます。

　本講座は、後学期の授業開始直前に「微分・積分」短

期集中講座として、2 日間に渡り開催しました。講師に

は、数学の学習相談員である西　広明先生にお願いしま

した。参加学生は、微分積分学が必修科目である工学部

1 年次を対象としました。

　講座の内容は、1 日目に微分法、2 日目に積分法を中

心に行いました。参加学生からは「夏季休暇中に学修が

できなかったため、良い復習になった」、「丁寧に一から

2 日間かけ教えてもらい、微分と積分を網羅していたの

でよかった」と満足度が高いことが窺えました。一方、

「微分はある程度理解が出来たが、積分は少し難しい所

もあった」、「大学の学習に合わせた範囲の講座があれば

良いと思う」等、次回以降の検討につながる意見も集ま

りました。

　本学の学習相談は、個人でもグループでも相談を受け

付け、個別指導を行っておりますが、講座・セミナー形

式にすることで普段とは異なる学生の参加を促すこと

ができ、一定の効果が期待できます。今後は、より多

くの学生の参加を呼び込むため、案内での工夫や他分

野での開催等の施策を検討していきます。

4 5

学習相談セミナー「微分・積分」短期集中講座を開催しました
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学生 FDサミット 2018 夏（京都光華女子大学）に参加しました

日　時 : 2018年８月 28日（火）・29日（水）

会　場 : 京都光華女子大学・短期大学部

　　　　（京都市右京区西京極葛野町38）

テーマ :「壊して作れ ! 〜やる気と無気力の壁」

主　催： 2018学生 FDサミット in 京都光華 実行委員会

参加大学・人数：46大学（311名）

　            ※情報交換会参加者 298名

本学参加者：
　【学生】学生 UD（University Development）委員会

　　［横浜］8 名（法 3、経済 3、外語 1、人間 1）

　　［平塚］5 名（経営 2、理 3）

　【職員】教育支援センター事務部長　旭　　馨

　｢学生 FD サミット｣ とは、大学に義務付けられている FD

（Faculty Development= 大学教員の教育能力を高めるための

実践的方法）に学生も参画し、教員、職員と三者一体となり「自

分たちが通う大学がどうすればもっと良い大学になるか」を

考えていこうとする活動です。毎年夏と春の 2 回、全国の大

学で学生 FD 活動に取り組んでいる学生スタッフと教職員が一

堂に会し、それぞれの大学の取り組みの発表（ポスターセッ

ション、分科会）をしたり、意見交換（しゃべり場）などを

行う大会（サミット）です。

　本学では、第 7 回岡山大学（2013年春）の学生 FDサミッ

トに初めて参加して以来毎回参加しており、今回第 17 回の京

都光華大学（2018年夏）で 11 回目の参加となります。

1. オープニング
　京都光華女子大学の一郷正道学長のご挨拶、学生 FDサミッ

ト 2018 夏実行委員長である高畑亜実さん（ライフデザイン学

科 1 年次）からの開会宣言に続いて、元立命館大学教授で学生

FD の父と称される木野茂先生から学生 FDサミットのこれま

での取組の経過や学生 FD サミットの原則や新たな展開につい

て説明されました。

　1．授業や教育の改善に関心を持つ学生であること

　2．学生自身が主体的に取り組む改善活動であること

　3．目的を共有する大学教職員との連携を求めること

2. 分科会
　Ａ . 〇島根県立大学 学生 FD 縁（えにし）出雲キャンパス

　　　　「大学にとって縁の下の力持ちのような存在を目指

　す組織｣

　　　〇嘉悦大学　HRC（Human Resource Center）　

　　　　「学生と教職員の壁を破る取り組み」

　Ｂ . 〇北翔大学　北翔アンビエント

　　　　「私たちの考えた『壁』と学生生活 」

　　　〇中京学院大学短期大学部　学生 FD“CHAMP”

　　　　「教職学協働“風通しの良い明るい大学”を目指して」

　分科会は、A・B のどちらかを選択しての参加であり、Ａの

島根県立大学は、2019 年春に学生 FD サミットの開催を予定

しており、嘉悦大学は、以前他大学交流で本学学生 UD 委員

会が訪問したことがありました。

　島根県立大学は、出雲・浜田・松江の3つのキャンパスがあり、

キャンパス間の移動は自動車で 2 時間もかかる距離があり、

連携に課題があるようでした。学生 FD 活動には、2014 年度

から取り組んでおり、特徴的なところは、学生 FD メンバーは

公募して ｢委嘱状｣ を交付していることでした。入学前の交

流イベントの開催、履修登録相談会、副学長との懇談会、学

長への活動報告等を活動として行っています。

　一方の嘉悦大学は、HRC（Ｈuman Ｒesource Ｃenter）と

総称する学内のアルバイトを、学生が主体となり教職員と連携

して運用しています。Ｈelpdesk（IT 機器の対応）、Ｌiss（Ｌibrary

Ｓtudent Ｓtaff）、CAT（Ｃampus Ａssistant Ｔeam：各教室の

マーカー・チョーク、AV 機器点検等）、OC（Ｏpen Ｃampus 

Ｓtaff）、SA/TA Ｗorking Ｇroup などがあり、その運営自体

が学生の学びと成長に繋がっているとのことでした。

3. しゃべり場及び各グループの発表　
テーマ「壊して作れ～やる気と無気力の壁」
　しゃべり場は、教×職×学が混在する 6 名のグループで行

われ、アイスブレイク（自己紹介）の後、テーマに基づいて、

｢教員×学生｣、｢学生×学生」、｢学生×職員｣ のそれぞれの間

にある ｢壁｣ について KJ 法を使って意見を出し合いました。

—主な意見—
　「教員×学生」…相互に何がわからないかわからない、

世代・コミュニケーション方法が異なる
　「学生×学生」…成績、積極性、学年の差を感じる、

他の学生の活動に関心がない
　「学生×職員」…業務で何をやっているかわからない、

話すきっかけがない、部署によって対応
に温度差がある

　最後には、話し合われた内容を各グループで趣向を凝らし

た発表が行われました。

　参加した学生 UD 委員会の学生スタッフには、参加計画書

及び報告書の提出を依頼しました。計画書では、学生FDサミッ

トの趣旨が理解できておらず十分な内容で書けていない部分

もありましたが、報告書では、様々な感想、意見及び提案が

書かれており、各自の学びと成長に繋がっていることを感じ

られました。

　FD 活動に対する学生参画は、本学の教育支援センター規程

にも定義されており、文部科学省の各種調査、補助事業にお

いても、学生の意見を取り入れた教育改善が求められていま

す。このことから、学生 UD 委員会の活動を継続して支援を

行い、拡充を図っていきます。

横浜 4 大学 FD連携「第 4 回ヨコハマ FDフォーラム」が開催されました

テーマ:「アクティブ・ラーニングは大学教育をどう変えたか？　
　　　　　―学生のホンネ、教員のホンネ―」　
日　時: 2018年12月8日（土） 13:30〜17:00
　　　　（情報交換会　17:15〜18:30）

会　場：横浜市立大学金沢八景キャンパスカメリアホール

主　催：横浜４大学（横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター、
横浜市立大学、関東学院大学高等教育研究・開発センター、
神奈川大学教育支援センター）FD連携による共同主催

参加者：74名（横浜国立大学11名、横浜市立大学29名、
関東学院大学10名、神奈川大学13名、一般11名）

　本フォーラムでは、大学の授業で急速に普及が進むアクティブ・ラー
ニングについて、横浜4大学の取り組みを紹介するとともに、教員、学
生双方の立場から検証を行い、より良い教育手法の方向性について模
索しました。

日　時: 2018年10月25日（木）10:30〜16:00
　　　　（情報交換会　16:20 〜 18:30）
会　場：神奈川大学横浜キャンパス
主　催：学校法人神奈川大学人事部
参加大学（参加者人数）：
　横浜市立大学 3 名（入職 4 年目）オブザーバー 1 名
　関東学院大学 4 名（入職 4 〜 5 年目）オブザーバー 2 名
　神奈川大学 7 名（入職 5 年目）オブザーバー 1 名
   ※横浜国立大学は業務都合により不参加

　横浜４大学による「FD 活動の連携に関する包括協定書」（2017年
2月締結）には、教学運営に係る SD（Staff Development）活動にも
取り組むこととしており、2018年度から各大学が提供する SD研修
会に相互参加することになりました。
　神奈川大学では、若手職員（5 年目）研修を他大学職員（4 〜 5 年目）
と合同で実施しました。
　本研修会の目的は、若手職員が自大学の現状と課題を検討、発表す
ると同時に、他大学のそれらを理解し、あらためて自大学や自身が取
り組んでいる業務の意義について考えることでした。グループワーク
①「私の業務とその課題」では、参加者が取り組んでいる業務の現状
と課題を整理して報告し、その改善についてディスカッションするも
のでした。自身の業務が高等教育を取り巻く環境の中でどのように位

置づけられていて、どのように向き合い、どこに課題があるのかを他
大学同期に説明することで、同じような課題に取り組んでいることを
理解して共有することができました。

　このような意見交換の
場が今後の横浜４大学や
他大学とのネットワーク
の拡大に繋がります。若
手職員には、自大学や部
署の殻に閉じこもること
なく大きな視野や様々な

視点を持ってもえること

を期待しています。

横浜４大学SD連携による若手職員研修が開催されました

[ プログラム ]

(1) 講演「アクティブ・ラーニングの理念と実践」 
　　関東学院大学高等教育研究・開発センター准教授　杉原 亨氏

(2) 横浜 4 大学による実践事例報告
　　横浜国立大学大学院教育強化推進センター 教授　市村 光之氏
　　神奈川大学教務部長（工学部教授）　松澤 和光氏
　　関東学院大学高等教育研究・開発センター 准教授　奈良 堂史氏 
　　横浜市立大学副共通教養長（生命ナノシステム科学研究科教授） 大関 泰裕氏 

(3) パネルディスカッション－教員・職員・学生－
　　モデレーター　横浜市立大学教育推進課 学務准教授　菊池 芳明氏
　　横浜４大学の学生がパネリストとして登壇
　　※本学からは学生ＵＤ委員会の 2 名の学生が登壇

　　　法学部法律学科 1 年次　西澤 昇馬さん
　　　理学部総合理学プログラム 2 年次　 青木 祐太さん

[ 目的 ]
(1) 横浜の他大学の特色を理解して自大学の教育・研究及び地域貢献

に活かすこと
(2) 他大学同期の業務と課題を理解して自身の業務改善を図ること
(3) 横浜の大学間の職員ネットワークを構築すること　

[ プログラム ]
(1) 参加者自己紹介
(2) 発表①～③各大学の現状と課題
(3) グループワーク①私の業務とその課題
(4) グループワーク②これからの横浜４大学連携研修

　講演「アクティブ・ラーニングの理念と実践」では、アクティブ・ラー
ニングが求められている背景、定義・考え方、技法・事例について解説が
あり、ペア・ワークにてアクティブ・ラーニングの課題について話し合い
ました。続いての横浜４大学による実践事例報告では、学部レベル、授
業レベルやキャリア教育での各大学の取り組みが紹介されました。
　実践事例報告者に学生を交えたパネル・ディスカッションでは、学
生のホンネ、教員のホンネが各パネリストから語られました。
　学生のホンネでは、アクティブ・ラーニングで授業が楽しくなる、主
体的に取り組めるようになる、他の学生の違った価値観を知り、柔軟な
思考ができるようになるとの意見がありました。デメリットとしては、
グループワークのメンバーの中にコミュニケーションが苦手な学生が
いた場合不平等である、学生任せで教員がファシリテートしてくれな
い場合がある、事前学習に時間がかかりすぎるとの意見がありました。
　教員のホンネでは、アクティブ・ラーニングは目的ではなく授業の
到達目標までに学修成果を上げるための技法であるが授業準備の負
担が大きい、事前事後学習に多くの時間が割かれるので、チームティー
チングで関連する科目がアクティブ・ラーニングを活用しているかを
確認することが重要との意見がありました。
　最後は、アクティブ・ラーニングの学修成果の評価にまで話が及び、フ
ロアの参加者から学生同士のピア評価を用いて教員が評価する方法の紹
介やグループワークのメンバーで不平等を感じるのではなく、それぞれ
の環境で主体的に学ぶ姿勢が
社会においても役立つとの教
員のコメントもありました。
　ヨコハマFDフォーラムは、
2015年度から開催され、今
回の4回目で横浜４大学を一
巡しました。来年度は、神奈
川大学を会場に開催される予
定になっています。



　

特製のお弁当を皆で
囲み、世代を越えて
交流を深めました。
　午後には地域の子
どもたちによるヒッ
プホップパフォーマ
ンス、地域住民のオ
カリナ演奏、本学フ
ラメンコ部による生
演奏付のパフォーマ
ンス、フリースタイ
ルフットボールチー
ムのパフォーマンス
等を行いました。　
最後に世代を問わず
唄い継がれる「ふるさと」の合唱を行い、盛会のもとに閉
会しました。
　本企画をとおして地域と大学がもつ、双方の魅力を発信
し合う時間を共有することで、参加者同士の交流を深める
ことができました。
　今後も「まち×学生プロジェクト」及びボランティア活
動支援室は地域と大学をつなぐ役割として、地域連携推進
室とも連携して交流を図る企画を立案・開催する予定です。

※本プロジェクトは「学生チャレンジプロジェクト支援（学生企画
を支援する本学独自の制度）」に採択され、大学として活動資金を
援助しています。 

　2018年8月2日（水）横浜キャンパス3号館305講義室
にて、昨年度に引き続き「まち×学生プロジェクト」の一
環として、学生ボランティア活動支援室主催による「第3
回 六神祭」が開催されました。
　「まち×学生プロジェクト」は、学生ボランティア活動
支援室をはじめ、GLOBAL☆YEN☆LEAP等の学内ボ
ランティアサークル、六角橋自治連合会、六角橋商店街
連合会、横浜市神奈川区役所・社会福祉協議会、横浜市六
角橋地域ケアプラザが連携して、六角橋地域の活動に学
生の想い・力を取り込み、交流を重ねながら、地域を活性
化させることを目的とした企画を立案・実施しています。
　第3回目となる『六神祭』では、「世代を超えた地域と大
学の交流」をコンセプトに、児童から高齢者の方々等、幅
広い世代の方々が145名（昨年95名）参加しました。地域
の方々の協力により、地域での周知が進み、認知度があ
がったこと、また学内での周知に力を入れたことで、前
年度より多くの参加者がありました。
　冒頭はアイスブレイクとして、自己紹介とビンゴクイ

ズ大会を行い、続い
て六角橋の魅力を
考え、共有するワー
クとして「六角橋郷
土かるた作り・大会」
を行いました。昼
食時には大学生協

発行日：2018年12月20日

まち×学生プロジェクト企画　「第3 回六神祭」を開催しました
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　〒 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

〔委 員〕
委員長　山本 博史、副委員長　高城 玲（経営学部）、副委員長　松本 安生（人間科学部）、法学部　菊池 和彦、経済学部　五嶋 陽子、経営学部　望月 耕太、
外国語学部　松本 和也、理学部　加部 義夫、工学部　島 健、学修進路支援委員会　飯塚 信夫、学生生活支援委員会　廣津 昌和、メディア教育・情報システム委
員会　中村 壽宏、入試管理委員会　遠藤 史啓、大学院学務委員会　前原 吾朗、共通教養教育推進委員会　陳 春平、教育支援センター事務部長　旭 馨 ( 以上 16 名 )

〔オブザーバー〕
学長室　沖田 智大、教務部　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　木内 由美子、経営政策部　田島 睦浩（以上 6 名）

〔事務局：教育支援センター〕
升田 亘、高木 敦子、松岡 尚子、谷口 奈々子、田村 絵美里、楢山 翔太、藤本 隆寛（以上 7 名）

2018 年度 FD・学生支援推進委員会委員

　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
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