
これはソーシャルワーク（SW）と呼ばれ

る専門性をもった仕事である。SW 機能は、

現在アングロサクソン系の国だけでなくフ

ランスなどでも、制度と脆弱性を抱える個

人とをつなぐ重要な専門的機能として位置

づけられている。しかしながら、本学での

支援と本来の SW との重要な違いがある。SW 機能は、組織

から独立した専門家により実施される機能として想定されて

いるからである。独立と孤立は異なり、SW では医者・心理

専門家や弁護士などの専門家、組織の教職員などを、専門的

な知見やスキルに基づきコーディネイトする業務が柱となる。

従って、医学・心理学・法律などの知識をある程度身につけ

ていることや、具体的なプランの作成のために組織について

一定程度熟知していることが求められる。

　「建設的対話」に基づく合理的配慮は、このような専門的知

見とスキルにより実現されることが望ましい。センターが今

後ガイドラインに沿った支援を実施していくためには、マン

パワーの単純な不足だけではなく、SW 機能の観点から、学

内各部署との関係も含め、その業務を整理・整備していくこ

とが必要であろう。そして、SW がコーディネイトをその柱

としている以上、センター以外の教職員の理解と協力が不可

欠であることを、力を込めて指摘しておきたい。

　周知のように、神奈川大学では 2017年 3 月に、障がい学

生支援のガイドラインが策定され、教育支援センター（セン

ターと略記）を中心に、ガイドラインに沿い支援が実施され

ている。近年、ケースの数だけではなく、緊急的な対応から中・

長期的支援を含めて、重篤度やバリエーションも増えている。

正直なところ、センターの他の業務に支障が出るのではない

かと、心配になるほどである。

　ガイドラインのキーワードは「建設的な対話」と「合理的

配慮」である。ともすれば「合理的配慮」の内実や基準に関

心が向きがちだが、具体的な支援のあり方やそのための仕組

を考える際には、前段の「建設的対話」のプロセスがより重

要である。なぜなら、合理的配慮の具体的な内容は、予め一

義的に決めうるものではなく、この建設的対話の中で模索さ

れなければならないからである。

　センターでは、障がい学生の状況や要望を聞き取り、学校

医やカウンセラーなどの専門的なアドヴァイスを受け、当該

学生の教育の内実を確保するための様々な策（合理的配慮の

具体化としてのプラン）を立てている。そして、教職員との

協議や講義室などの状況を踏まえ、機器や什器の手配、学生

のノートテイキングなどのサービスや学習相談室の利用、配

慮願いなどの手段などを通じて、プランを実施している。

　センター職員は、必ずしも自覚的ではないかもしれないが、
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法学部・法学研究科 FD 委員会では以下 3 つのテーマで FD 

懇話会を開催した。

第一回懇談会
日時　2017 年 5 月 10 日 11 時 45 分〜 13 時 30 分

テーマ : ICT 利用と講義・ゼミ運営の改善

⺇器の操作について　東通産業（株）　三谷文崇氏

電子黒板本体の機能について

　パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）

　加賀栄作氏

新学期に伴い、17 号館のゼミ室に電子黒板が設置されたこ

とを良い機会と捉え、その利用方法や活用について具体的に意

見交換した。新しい機器に慣れるために、電子黒板を実際に使

いながら、活用法についてアイディアをだしあった。また、こ

れまで積極的に ICT を活用してきた教員の利用法を報告しても

らった。

電子黒板を単なる資料提示装置としてだけではなく、学生と

の双方向的な意見交換のツールとすることが重要であろう。特

に、マスプロ教育を強いられている法学部としては、そのマイ

ナス点を少しでも減ずるためにも、ICT の活用は重要であろう。

第二回懇談会
日時　2017 年 12 月 13 日 11 時 45 分〜 13 時 30 分

テーマ : 初年次教育と 2 年次前学期の少人数教育の接合の

　　　　可能性と課題

話題提供 : 小山吉亮「基礎演習 : 『歴史の中の警察』の試み」

　　　　　嘉藤亮「FYS から基礎演習そしてゼミナールへの接続」

初年次教育（FYS）から専門ゼミナールへの接続は、以前よ

り現行カリキュラム上の重要な課題と認識されてきた。また、

2017年度の学修状況調査で学生の満足度などが 1 年次から 2

年次の段階でやや低下しているとの報告 * があり、この課題の

重要性が再認識された。本懇談会では、教職課程との関係でカ

リキュラムの変更を伴う改革は不可能である現状に鑑み、FYS

と専門ゼミとをつなぐ「基礎演習Ⅰ」「基礎演習Ⅱ」に注目し、

お二人に話題提供をお願いした。

具体的な話題提供と問題提起を踏まえ、非常に有意義な意見

交換が行われた。演習の内容にかかわる点や、運営・指導の方

法・スキル、またカリキュラム上の工夫などについても、具体

的な提案やアイディアがだされた。

第三回懇談会
日時　2018 年 3 月 2 日　15 時 45 分〜 17 時 45 分

テーマ : 大学教育と法学教育の今日的課題

報告者 : 石川健治（東京大学法学部教授・本学非常勤講師）

コメンテイター : 小森田秋夫（本学特別招聘教授）

国が進めている「大学教育改革」の中で、また法科大学院を

めぐる動きの中で、本学の教育・法学部の存在意義について、

上記ゲストをお迎えし、議論した。

＊但し、本調査の分析としては、経年変化に関する学生の属性

の特定などの点で不十分さがあるため、本学部の状況を反映さ

れたものであるかどうかについては、一定の留保が必要である。

　　

課題
今年度も、FD 懇談会の実施を中心に活動した。以下、委員

の個人的な意見ではあるが、付言しておきたい。

懇談会のテーマはいずれも現在の法学研究科・法学部の教

育が抱えている問題・課題を踏まえたものであり、具体的な問

題状況を共有した上での情報交換・意見交換ができた。しかし

ながら、そこで展開された内容をカリキュラムの改善や人事な

ども含めた将来構想につなげるための具体的な見通しについて

は、かならずしも十分に明確な形で示すことはできなかった。

この点は、参加者の拡張というもう一つの重大な課題とも、密

接に関係していると思われ、今後の課題とすべきであろう。

その点では、以前より大学院法学研究科では、FD 懇談会が

そこでの議論とカリキュラムやコースの改革とを結びつける形

で実施されてきた。今年度は残念ながら諸般の事情により、大

学院に固有の課題をテーマとした FD 懇談会を実施することは

できなかったが、今後の FD 活動のあり方を考える際のモデル

の一つとしうるのではないだろうか。

前年度より引き継いだ経済学部 FD の課題は (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共同体制の確立、(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推薦候補者の選

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。

今年度、FD 委員会として取り組むことができたのは、(1)(2)

(4)(6)(8) であった。まず (1) についてであるが、2017 年度学

修状況調査アンケート結果を事前に同委員会で議論し、それも

含めて教授会で報告した。同アンケート結果から将来の目標が

決まっておらず、大学の授業でそれを見つけたいと思わない、

すなわちクラスター別では ｢疎外型｣ に分類される学生の批判

能力、言語能力、並びに身に着けたい英語レベルが高いことが

わかった。また ｢ゼミ履修あり｣ の学生の方が自己の成長をよ

り強く感じており、大学納得度が高いことから本学への愛着並

びに誇りがあることも示された。経済ゼミナールはカリキュラ

ム上必修ではないが、少人数教育を可能にすることから、経済

学部ではゼミ履修を推している。そして 2017 年度は経済学部

法学部 FD 委員会委員長　井上　匡子

法学部

経済学部 FD 委員会委員長　五嶋　陽子

経済学部
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経営学部 FD 委員会委員長　真鍋　明裕

経営学部

外国語学部 FD 委員会委員長　大川　真由子

外国語学部

がゼミ改革に取り組んでいるところである。こうした ｢疎外型

｣ の学生も含め、より多くの経済学部生が第 1 次募集で希望す

るゼミナールに入れるように、情報を適切に提供する方策が学

部内で検討されている。

次に (2) については特に４年次ゼミ履修率（あるいはゼミ単

位修得率）の向上が課題となっている。就職活動・内定と４年

次ゼミ単位修得がトレードオフとなるような場合も含め、ゼミ

I から III までの到達度の観点から検討する必要性があり、４年

次学生の置かれている状況を把握しなければならないことが確

認された。

続いて (4) 及び (8) については「2017 年度全国私立大学 FD

連携フォーラムパネルディスカッション」に参加し、「授業形

態・授業時間の多様化への対応〜教育効果をあげるための取組

事例」について教授会で報告した。アクティブラーニングを導

入する際の注意点並びに 2018 年度から本学においても導入す

ることになっている 100 分授業に関する他大学の事例を先生

方と共有することができたと思われる。そして (6) はまさに (4)

と (8) を検討する際の大切な基盤となっている。

最後に 2016 年度学習環境満足度調査結果から図書館の収書

方針が研究のみならず教育の現場に影響を及ぼす点を確認し、

またレポート課題を出す場合に直面する問題について FD・学

生支援推進委員会での議論を教授会で報告し情報を共有したこ

との意義は大きいといえよう。

2017 年度の経営学部の FD 活動としては、主として 2 点を

挙げることができる。1 つは学修調査の実施、もう 1 つは非常

勤講師懇談会の開催である。以下では、上記 2 つの事項につい

て振り返ってみることとしたい。

経営学部 FD 委員会は、経営学部学修調査特別委員会の行っ

た学修調査について、当該特別委員会との共催という形で調査

結果の報告機会を設けさせていただいた。本年度報告されたの

は、3 年次アンケート、及び 1 年次・2 年次アンケートの結果

である。これらの調査結果から、学生の学業への取り組みや生

活の送り方に関する実態の一端が垣間見える。

たとえば、学業に関しては、経営学部で提供される授業にお

いて知識が身についたという実感が得られている学生ほど、入

学以降の学習意欲の低下の程度が小さい、ないしは低下してい

ないということがわかった（3 年次）。学生には「理解できた」

という実感が重要であり、有益な知識・技能が得られたという

成功体験の積み重ねがその後の学修をより有効なものにしてい

くものと推察される。

また、経営学部で力を入れたい（または力を入れた）学業と

しては、外国語と経営学の専門科目がつねに上位 2 つを占めて

いる（1 年次・2 年次）。この結果自体は当たり前のことのよう

に思えるが、考えてみると、外国語の習得と経営学に関連する

知識・技能の向上との間には、密接な関係があるのではないだ

ろうか。外国語も含めた国際教育と経営学の専門知識とをうま

く結びつけることができれば、学生はより有効な学修ができる

ことと思われる。

2017 年 7 月、経営学部では非常勤講師懇談会を開催した。

学部教育の発展のため、授業を実施する上での課題を非常勤講

師の先生方と共有することが、この会の主たる目的のひとつと

なっている。その一環として、経営学部 FD 委員会は、学部と

の共催の形で、1 つには上記学修調査の結果をここでも報告し

ていただき、非常勤講師の先生方に学生の状況の伝達をはかっ

た。もう 1 つには、2017 年 6 月に広島大学で行われた、大学

教育学会第 39 回大会に参加された先生に、学会の参加報告を

していただいた。その内容は、教養教育の重要性、そのための

効果的な方法としてのアクティブラーニング、及びアクティブ

ラーニング実施のための具体的な工夫についてであった。これ

らは経営学部のディプロマポリシーにもおおいに関係する事柄

であり、教育方法の改善を考えるにあたり、示唆に富むもので

あった。

学部の FD を展開するうえでは、学生の状況を把握し、それ

に応じた改善策を講じていくことが重要である。上記で紹介し

た内容は、そのために有益なものであったと思われる。

外国語学部では、2020年 4 月に予定している教育課程の改

編および新学部開設に向けて、質の高い、より魅力的な教育を

提供することを目的に、「外国語学部在学生を対象としたカリ

キュラム検討のためのアンケート」を 2018年 1 月に実施した。

また、例年通り、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、以下、4 学科それぞれの特徴に応じた独

自の FD 活動を行った。

＜英語英文学科＞
1．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、英語圏文学、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す体制の完成に

向け、細かい調整を行っている。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、習熟度クラス編成をさらに綿密に行っている。③学生の英

語運用能力を高め、留学を促すことなどを目的に、現在カリキュ

ラムの改訂を進めている。

2．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、来年度から開始さ

れる 100 分 14 週授業の説明と質疑応答を全体会で行った。科

目別分科会では、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・高レベルの教育方法

の向上を目指し、12 月 17 日に「英語教育研究大会」を実施した。

3．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 18 日に第 17 回英語スピーチコンテストを実施し

た。また、同時企画として、社会で活躍する学科卒業生の講演

会を実施した。②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。
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人間科学部 FD 委員会委員長　松本　安生

人間科学部

＜スペイン語学科＞
1．授業改善及びカリキュラム改訂の取り組み

①習熟度別クラス編成のより効果的な運用を検討し、実施し

た。②学科独自アンケートは行わなかったが、授業改善とカリ

キュラム改訂に向けて検討を続けた。③ 1 月 30 日に非常勤講

師との教員懇談会を開催し、授業運営・改善に関し意見を交換

した。④海外留学者への履修指導を行い、組織的な支援体制の

整備に向けて検討を続けた。

2．学生の課外活動に関する取り組み

① 6 月 29 日にスピーチコンテストを実施し、多数の学生が

参加した。② 11 月 15 日のキューバ国際シンポジウムへの参

加を学生に呼びかけ、関連授業へフィードバックした。③ 12

月 7 日に学生によるスペイン語劇 Las de Caín を上演し、勉

学と交流の機会となった。④ 12 月 1 日に就職懇談会を開催し、

卒業生と内定学生が体験紹介を行った。⑤ Spanish Express

を活用してスペイン語学修支援を続けた。⑥スペイン語検定（西

検、DELE）受験への支援と指導を続けた。

＜中国語学科＞
1．授業改善及びカリキュラム改訂の取り組み

①月 2 回開催の学科会議にて、授業の改善及びカリキュラム

の充実について協議を重ねた。2015 年度より、中国語既修者

を対象とした少人数制の中国語クラスを設置し、履修者の言語

能力を伸ばす良好な成果を収めている。② 12 月に非常勤講師

との打ち合わせ会を開催し、授業や履修者の問題点及びその改

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細やかな確認を

行い、学習指導を徹底した。

2．学科主催の行事及び課外活動に関する取り組み

学生を主体とした学習の場を設けるため、以下の通り、多彩

な行事と活動を行った。7 月：留学説明会（１年次全員）、卒

論中間報告会（4 年次全員）、8-9 月：ゼミ国内外合宿・上海メディ

ア教材取材、10 月：文化ウィーク「小品」語劇コンテスト（3

年次全員）、11 月：スピーチコンテスト（1 年次全員）、12 月：

就職説明会、社会貢献講座（「日中友好と内山完造について考

える」）、12 月：HSK 学内受験、1 月：卒論口頭試問・卒論文

集編集（4 年次全員）。また通年で中国語の自主的学習の機会

として Chinese Express（週 2 回）を開催した。

＜国際文化交流学科＞
1．プレ神大生ミーティングの実施

今年度初めて実施したミーティングには 39人が参加した。

入学までの期間を有効に過ごしてもらうべく、一般入試学生と

の語学力及び批判的思考力の格差など、推薦入学生の現状につ

いて周知したことで、入学予定者には学習意欲や危機感が芽生

えたようである。

2．専任教員と非常勤講師との会議

①英語部会は 2 月 9 日に開催し、外部より講師を招聘して

発音指導に関するワークショップを開いた。②地域言語部会は、

言語別（フランス語、韓国語、ロシア語、ドイツ語）に開催し、

それぞれ来年度の新授業体制、留学や検定試験について情報交

換した。③人文部会は 7 月 22 日に開催し、日本語、世界史、

日本史、哲学・倫理学の分野に分かれて、授業内容や学生の反

応について情報交換を行った。

3．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 年次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、新学部・新学科設立に向けて今年度は大幅改訂し、

今後のカリキュラム編成の参考とした。

4．文化ウィークでの取り組み

学生の語学学習への意欲を高めるため、11 月 30 日に「言

語の祭典」を実施し、独・中・露・英・仏・西・日の 7 言語

を学ぶ学生たちが、演劇、落語、プレゼンテーションなどのパ

フォーマンスを競い合った。

最後に学部全体での今後の課題について述べたい。学修状

況調査アンケートによると、昨年度に引き続き、外国語学部の

学生は批判的思考力が全学でもっとも低いという結果が出てい

る。また、今回、語学力と批判的思考力は相関関係にあることや、

学部全体で 4 割弱を占める指定校推薦入学生は双方において低

いこともわかった。今年度は国際文化交流学科で入学前教育課

題を追加し、プレ神大生ミーティングを実施したが、こうした

状況をより意識化させ、最低限の基礎学力をつけさせるための

FD 活動やカリキュラム編成を今後も進めていきたい。

今年度の人間科学部における FD 活動は主に教職課程の再課程

認定への対応を中心に行った。今回の再課程認定は、教育職員

免許法及び施行規則の改正を受け、2019年 4 月より新教職課程

が開始されることに伴い、すべての教職課程が 2018年度中にあ

らためて認定・指定を受ける必要があるためである。また、今

回の法改正の背景には、2015 年の中央教育審議会による答申「こ

れからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について〜学び

合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて〜」にお

いて、アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善等に対応

した教員養成への転換や教職課程に係る質向上・保証、「教科に

関する科目」と「教職に関する科目」との統合などといった教

職課程の今後の方向性についての提言がなされたことがある。

人間科学部では、スポーツ健康コースを中心にして中学校・

高等学校の「保健体育」の教科に関する科目、人間社会コース

を中心にして中学校の「社会」及び高等学校の「地理歴史」並

びに「公民」の教科に関する科目を提供しているが、上記の提

言は教職課程のみならず学部全体の教育課程としても必要かつ

重要な改革の方向性であると捉え、これらの教科に関する科目

のみならずカリキュラム全体の見直しを行った。

この結果、より適切な科目名への変更（例えば、「防災社会論」

から「地域防災論」への変更など）や配当年次の変更を行った

ほか、その科目内容から当該免許の教科に関する科目としては

必ずしも関連が強くない科目については廃止も行った（例えば、

「実践メディア論」や「市民メディア論」など）。一方、例えば、「都

市空間と社会」や「地理情報システム論」など、近年の ICT を

活用した指導法の必要性や新しい教育内容への対応も踏まえた

科目の新設を行った。さらに、教職課程に関わる質向上・保証

のために科目担当者を非常勤講師から専任教員へと変更した科

目や、アクティブ・ラーニングを取り入れた講義のために複数

教員による担当へと切り替えた科目もある。
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理学部 FD 委員会委員長　張　善俊

理学部

大学院学務委員会委員　村井　まや子

大学院

工学部 FD 委員会委員長　奥山　博康

工学部

この結果、2019 年度からの新カリキュラムでは、教職課程

の再課程認定への対応に留まらず、学部の教育課程としても一

定の改革の方向性が示されたといえよう。

理学部 FD 委員会は昨年度に引き続き、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、改善及びアクティブ・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。2017年度の理学部の学修状況調査報告書を学部教授

会で議論をし、入学後の成績と入試種別との相関、学習意欲等

と入試種別の相関の検討を行った。 また、「第三者の著作物を

講義・演習など大学教育において利用する際の注意点」につい

て議論をし、eラーニングを活用した授業方法と著作権上の注

意喚起を促した。

2017 年 9 月に湘南ひらつかキャンパスにおける初動訓練及

び防火・防災訓練を通して、教職員の安全意識の向上を行った。

2017 年 11 月に京都大学高等教育研究開発推進センターの松下

佳代教授を招き「学習のための評価」について講演をしてもらい、

本学部の内部質保証のために教職員への啓発活動を進めた。

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）、及び理学談話会がある。今年は公益社団法人

日本工業英語協会理事による技術英語講座を開催した。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 2 名

の講演が行われている。教員のみではなく、大学院生も談話会

で話題提供を行った。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。本年度は

2018年 3 月の理学部・経営学部退職教員の最終講義に合わせ

て、非常勤講師の交歓会を実施した。

教育面において、障がいのある学生の支援を行う上で、支援

機器の導入も積極的に進めている。各学科のカリキュラムの見

直しを行った。情報科学科は CS2013 を参考し、核科目と強

化科目の再検討を進めた。また、例年通りに台湾大学との国際

交流の一環として、2017 年度は台湾大学の学生を受け入れて

化学国際交流を進めた。

例年通り、一般には公開授業とも呼ばれる模範授業は各学科

で少なくとも年 1 回実施した。また次表に示す様に、工学部

FD 委員会は年 2 回実施し、加えてメール会議も適時に実施し

た。毎月 1 回程度で開かれる全学部の FD・学生支援推進委員

会からの情報と指示に従い、情報配信や検討を行った。今年度

の委員会の開催と主な検討事項は、次の通りである。

模範授業は、6 学科 1 教室の FD 委員により企画し実施され

ている。今年度の模範授業の実施は、次の通りである（敬称略）。

参観者には感想などのアンケートを書いてもらい、授業自体も

参考になる事が多く有意義なものであった。

今年度のひとつの検討課題は、「学修状況調査の有効活用」

であるが、各学科に意見聴取を実施した。今後、個々の学生毎

の４年間にわたる追跡調査や、推薦指定校の選定に役に立つ分

析が必要と思われる。

学務委員会では、2016 年度に法務研究科を除く全大学院生

を対象に実施した「大学院生アンケート（学習環境満足度調査）」

の調査結果について検討し、調査結果の公表及び大学院生から

の要望や改善点等への対応について審議を重ねた。また、大学

院生に対する研究倫理教育についても、その実施状況を確認し

た。

委員会の開催日と審議内容は以下の通りである。

■第 1 回 4 月 26 日：大学院学務委員会において、互選の 結果、

金子匡良委員を 2017 年度学務委員会委員長に選出し、 

2016 年度に実施した学習環境満足度調査の今後のあり方

に関する引継ぎ事項を確認した。

■第 2 回 5 月 24 日： 委員長から、2016 年度に実施した学習

第 1 回 5月17日
模範授業の予定作り、
新たな工学部 FD 活動の検討

第 2 回
（メール会議）

6月 7日
〜6月 26日

授業時間の変更についての検討、
各種の FD 集会への参加の案内

第 3 回
（メール会議）

7月 6日
〜7月27日

学修状況調査 集計結果報告、
学習相談員との情報交換会の案内

第 4 回
（メール会議）

10月15日
〜10月20日

授業アンケート実施要領の検討、
学修状況調査 説明会の案内

第 5 回
（メール会議）

11月 2日
〜11月16日

学修状況調査 説明会の報告、
学修状況調査の有効活用の検討

第 6 回
（メール会議）

12月 6日 各種の FD 集会への参加の案内

第 7 回
（メール会議）

1月17日
プレ神大生ミーティングの実施報
告等

第 8 回 3月 8日 次年度 FD 活動の計画作成など

機 械 工 学 科

建 築 学 科

情報システム創成学科

電気電子情報工学科

物 質 生 命 化 学 科

（ 建 築 学 科

教 室 系

経 営 工 学 科

5/23

6/ 8

6/20

7/18

10/20

10/25

10/31

12/13

MデザインA

建築デザインII

プログラミング演習II

電気磁気学演習

有機立体化学

建築の力学及び演習

物理学A

経済性工学

鈴木健児

石田敏明

井出勇介 他

米田征司

岡本専太郎

趙　衍剛 ）

松田和之

平井裕久

（建築学科は独自に年 2 回実施している）

〔 模 範 授 業 〕
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研究科における研究倫理教育への取組について、引き続き

検討を促すこととした。

■第 6 回 10 月 25 日 ：本調査結果の公表を行う質問及び回

答項目について確認を行った。また、学長へ提出する要望

書に記載する要望項目について確認を行った。大学院生に

対する研究倫理教育について、次年度新入生対象ガイダン

スの実施依頼に合わせて、対応の依頼をした。

■第 7 回 11 月 22 日： 委員長から、本調査結果に基づき、大

学院委員長宛の要望書を作成したことについて説明がなさ

れた。これを受け、審議の結果、要望書の一部文言を修正

の上、調査結果の公表に合わせ、大学院委員長へ提出する

こととした。なお、調査結果の公表については、12 月 20

日に WebSt@tion 上で行うこととし、公表日までに各委員

で記述内容の最終確認を行うこととした。

■第 8 回 1 月 24 日：2018 年度大学院学務委員会への引き継

ぎ事項を確認した。FD 活動としては、学習環境満足度調査

の今後の実施と活用のあり方について、継続して検討して

いくこととした。

環境満足度調査の調査結果について、説明が行われた。また、

調査結果の公表に向け、学生自由記述欄の表現や内容の確認

について各委員に依頼がなされた。なお、調査結果の公表及

び大学院生からの要望や改善点等への対応については、次回

以降の学務委員会において検討していくこととした。

■第 3 回 6 月 28 日 ：本調査結果の自由記述欄に記載された回

答について、確認を行った。各研究科に対応を依頼する内

容については、各委員に取りまとめの依頼がなされた。

■第 4 回 7 月 26 日 ：本調査結果の自由記述欄への研究科及び

事務局からの回答について、確認を行った。なお、回答が

まとまらなかった自由記述欄については、改めて該当研究

科に対応を依頼することとした。また、調査結果の公表方

法については、次回学務委員会で検討することとした。

■第 5 回 9 月 27 日：本調査結果の自由記述欄への研究科及

び事務局からの回答について、追記・修正箇所の確認を

行った。また、調査結果は、教職員と大学院生を対象に

WebSt@tion で公開することとした。大学院生に対する研

究倫理教育の実施について、その実施状況を確認した。各

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。

2015 年度から開催されている当企画は、今回で第 3

回目となり、「未来を豊かにする大学生活とは ?」をテー

マに、学生・教職員の混合で 3 つのグループに分かれ討

議し、それぞれの立場からの意見を共有し、最後は全体

で発表を行いました。

第一部では、「大学生活で力を入れていること」、「未来

を豊かにするために今後何をしていきたいか」等を中心

に参加者が今までの経験を付箋に書いて意見を出し合い、

質疑応答及びコメントをしながら意見を分類し、まとめ

●日 　 時 ：2017 年 12 月 20 日（水）18:00 ～ 19:30

●場 　 所 ：横浜キャンパス 3 号館 1 階

　　　　　　　教育支援センター「ＫＵスクエア」

●参 加 者 ：15 名（教員 2 名、職員 4 名、学生 9 名）※昨年度 25 名

●主 　 催 ：学生 UD 委員会

●テ ー マ ：「未来を豊かにする大学生活とは？」

●プ ロ グ ラ ム ：【一部】グループワーク、グループワーク意見まとめ

　　　　　　　　 【二部】発表・質疑応答

を行いました。

第二部では各グループで話された内容について発表し

ました。テーマに対する意見として、「生涯付き合える友

人をつくる」、「沢山の人と交流する」、「何かをやり抜く」

等が挙がりました。学生は自身の今後について考え、教職

員はこれら学生の意見に対して支援する必要性を知る好

機となりました。

参加した教職員からは「学生 UD 委員会のこのような活

動を支援していきたい」、「学生の生の声が聴ける機会は貴

重である」、「教職員、一般学生の参加者を増やして、より

多くの意見を聞きたい」等の感想が寄せられました。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、学生参画型の FD 活動を推進していくことに

しています。

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～

（2017 年 12 月 20 日（水）開催：横浜キャンパス教育支援センター「KU スクエア」）
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最初に、アメリカ精神医学会 ｢精神疾患の分析・統計マニュ

アル｣ （DSM－ 5  2013 年）などにより、神経発達症群（特

に自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症）

の主な特性について解説されました。

また、発達障がいのある学生がそれぞれの特性でどの点で

困ってきたか、どのような対応をしているかを具体的に紹介

されました。できない、苦手なところは脳の特性として理解

して、できるところを活用させるため、必要に応じて親との

連携も考慮して、自己理解を促しながら支援することが大切

であると説明されました。

さらに今後の課題として、入試から卒業 ･ 就職までの一貫

した支援体制の構築、学内 ･ 学外連携のためのコーディネー

ターの重要性、教員の理解と対応の必要性が挙げられました。

各パネリストから本学で実際に対応している発達障がい

のある学生の特性が紹介され、その特性による困り具合に応

じた合理的配慮の工夫について報告がされました。コメン

テーターからは、発達障がいのある学生への合理的配慮に

は、それぞれの教職員が孤立することなく保健管理センター

や学生相談室などの専門スタッフとの連携を通じてチーム

として支援していくことが必要であるとのコメントがあり

ました。

最後には、本研修会で取り上げられた内容を各学部や部署

に持ち帰り、発達障がい学生の支援について皆で話し合う機

会を作ってもらいたいとモデレーターが締め括りました。

●⾃閉スペクトラム症の特性 (ASD)
社会性が弱い、相互交渉が苦⼿ ( 空気が読めない ) ／コミュニ
ケーションが苦⼿／ 想像⼒が弱い ( こだわりやすい )、同じ⾏
動を繰り返す／感覚が過敏又は鈍感

●注意欠如・多動症の特性 (AD/HD，ADD)
不注意 ( 持ち物の整理ができない、時間管理が苦⼿、忘れ物が
多い ) ／多動性（落ち着かない、静かに過ごせない、他人を邪
魔してしまう）

●限局性学習症の特性 (LD)
限局性の学習困難 ( 読字の音読／綴り字／数字の概念、計算習
得困難 )

［コメンテーター］
　江花 昭一（保健管理センター長）/
　中⽥ 正敏（障がい学生支援アドバイザー）

［パネリスト］
　嘉藤 亮（法学部准教授）/ 久保野 雅史（外国語学部教授）/
　松野 千加⼠（教務部 教務技術支援課長）/
　松澤 慶和（教務部教務課）

［モデレーター］
　井上 匡子（FD・学生支援推進委員会副委員長）

2017 年度第 3 回 FD 研修会（2018 年 3 月 1 日（木）開催）

「発達障がいの理解と支援―本学教職員による対応事例をもとに考える―」

　日本学生支援機構の実態調査によると全国大学の発達障がいのある学生数は、年々増加しており、本学でも同様
の傾向が見られます。発達障がいは、学習の問題にとどまらず、対人関係や日常の学生生活などにも様々な困難が
生じますが、同じ発達障がいでもその問題の表れ方は一人ひとり異なり、どこまでどのような支援を⾏えばよいか
が大きな課題となっています。
　本研修会では、保健管理センター長から ｢発達障がいの理解と支援｣ について学び、本学教職員による対応事例
をもとに発達障がいのある学生への合理的配慮について考えました。

【第Ⅰ部】基調講演
｢『発達障がい』の理解と支援｣

 保健管理センター長　江花 昭一

【第Ⅱ部】パネルディスカッション
「本学教職員の発達障がい学生対応事例をもとに

今後の対応を考える」

FD News Letter   2018 Spring
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1年 2年 3年 4年 合計 1年 2年 3年 4年 合計

法学部 英語 26 22 0 1 49

数学 1 0 5 0 6

文章表現 5 45 0 0 50

経済学部 英語 38 12 3 5 58

数学 25 1 4 0 30

文章表現 31 5 1 27 64

外国語学部 英語 44 2 19 2 67

数学 1 0 0 0 1

文章表現 26 0 0 2 28

人間科学部 英語 34 0 3 0 37

数学 1 0 0 0 1

文章表現 10 19 0 0 29

工学部 英語 6 9 45 5 65

数学 50 63 34 7 154

文章表現 0 0 27 3 30

英語　　計 148 45 70 13 276

数学　　計 78 64 43 7 192

文章表現　　計 72 69 28 32 201

横浜キャンパス　 計 298 178 141 52 669 48 24 19 9 100

427 411 281 49 1168 66 22 18 8 114

経営学部 英語 38 0 16 0 54

数学 1 0 8 0 9

文章表現 13 0 31 5 49

理学部 英語 19 0 15 22 56

数学 33 78 8 37 156

文章表現 12 37 13 45 107

英語　　計 57 31 22 110

数学　　計 34 78 16 37 165

文章表現　　計 25 37 44 50 156

湘南ひらつかキャンパス 計 116 115 91 109 431 18 6 15 7 46

126 168 40 140 474 22 10 6 6 44

414 293 232 161 1100 66 30 34 16 146

553 579 321 189 1642 88 32 24 14 158

394

6

32

18

21

12

10

12

2

6

学部 教科
学部学科別 件数

1

1

相談者数

4 1

1

7 2 1 2

16

14

2016年度　合計

7 6 6

横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ 2016年度 計

湘南ひらつかｷｬﾝﾊﾟｽ 2016年度 計

3

合　計

67 0

11 6 9

9 10

※院生（4名）は含まず

　前学期に引き続き、学習相談に関する情報交換会を開催し

ました。今回は後学期のみではなく、これまでの学習相談に

おける 6 年間の取組み全般を含め、学習相談を利用する学生

の特徴や課題等について意見交換が行われました。

　 日　時：2018 年 2 月 13 日（火）  15:00 ～ 17:00
　 場　所：横浜キャンパス 1 号館 804 会議室
　 参　加：24 名（相談員 7 名、教員 8 名、職員 9 名）

●主な情報交換会内容

【英語】

　　指定校推薦による入学者には、真面目にノートをとってい

るが学習のコツを掴めず授業についていけない学生がいる。

その一方で学習に対する動機のはっきりした学生は熱心に来

室し成果も出ている。また、基礎学力が足りないにも関わら

ず、高いレベルを求める学生や、相談室に来れば何とかなる

と思っている学生もいる。このような学生は語学力の習得は

生涯にわたる学習によって成し得るという認識がうすい。

【数学】

　　1 年次の相談者が少なくなっている。学習相談は、本来高

校数学の補完・大学数学への移行への支援が目的であったが、

実際は大学での授業（専門科目）の質問や試験対策で来室す

る学生も多い。

【文章表現】

　　文章表現だけでなく、コミュニケ―ションが取れない障が

い学生の相談が多い。学部・学科及び関係部署との連携を強

化し、支援の幅を拡充したい。

【今後の課題】
　　学習相談は、マンツーマンの指導を受ける貴重な機会に
なっており、学生から得られる相談は、学生全体が顕在的・
潜在的に抱える課題の萌芽であり端緒である。そのため学
習相談での課題を各学部学科や関係部署へフィードバック
することが大切になってくる。

　　また、学習相談室の「勉強ができない（苦手な）学生が利
用する場所」というネガティブなイメージを変えるため、学
生が学習困難を克服できた事例を広報していく必要がある。

　教育支援センターでは、2012年度の開設当初から、大学での学修に必要な基礎学力を補い、さらに自分の学力を
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
ぞれ学生の相談に対応しています。

教育支援センターの学習相談状況

2017 年 4 月～ 2018 年 1 月学習相談活動実績集計 学習相談に関する情報交換会
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米田　征司　工学部 准教授

●学生の学修到達度を把握し理解度を向上させる
授業運営

●外部講師及び卒業生を招き産業界の現状と将来
について学ぶ機会を提供

●企業見学等正課外の取組を通じた電気工学分野の教育

ベストティーチャー（1 名） グッドティーチャー（4 名）

鈴木　陽一　外国語学部 教授

●派遣語学研修等様々なカリキュラムの立案及び
実現

●交換留学協定の締結に尽力（留学先の拡充）

寺島　岳史　工学部  准教授

●学生の積極的な学習意欲を引き出す教材作成等
●工場見学、卒業生との交流及び研究室体験を
組み込んだ少人数制講座「プロジェクトワーク」
の立案及び実施

海谷　治彦　理学部 教授

●「ウェブアプリケーション」と「情報科学実験Ⅱ」
の有機的な授業連携

●ウェブアプリケーションの構築が可能な学生の
輩出

稲津　一芳　経済学部 教授

●インテンシブ・プログラムの導入による英語教育
改革

●TOEIC等英語試験での高得点取得学生の輩出
●動画や映像を活用した英語及び貿易コミュニケー
ションに関する教育

教育貢献表彰制度について
　2018 年 1 月 26 日（金）、「2017 年度神奈川大学教育貢献表彰」の表彰式が行われました。
　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
に優れた貢献を表彰するために 2011年度から始まった制度です。
　7 回目となる 2017 年度は以下の通り 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ました。

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。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。

『2017年度神奈川大学教育貢献表彰』が行われました

写真左から寺島准教授、稲津教授、兼子学長、米⽥准教授
（鈴木教授、海谷教授は都合により欠席）

ベストティーチャー賞を受賞してのコメント
　一昨年、昨年と連続して経済学部の教員が受賞しており、まさか自分が受賞するとは予想していませんでした。また、
このような盛大な会で驚いております。ここ数年、ビデオを活用した授業方法が効果的であり、自分なりに自信を持っ
ておりましたが、このような賞に選ばれたことにより更に自信が湧きました。経済学部の講義は大教室で行われるのが
一般的で、私の担当科目の「貿易コミュニケーション」も「英語」での理解が求められ、しかも 200 名以上の学生が受
講しています。そこで、本講義では、学生の集中力を維持するために、休憩をはさみ、前半、後半と分けて授業を行っ
ています。前半では、教師が講義内容に関する詳細な説明を行い、後半では、学生はビデオの視聴を通して、実際の海
外取引で使用される表現、いわゆるビジネス英語の理解・暗記に努めるなど、熱心に参加しています。 
　年度末の最後のアンケートでは、多数の学生の「楽しく学べた」「退屈しなかった」「積極的に参加できた」というコ
メントに加えて、今年度の特に印象的なものとして、遠距離通学の学生の「毎朝、なかなか起きられず、授業には間に
合わないと恐れていたが、先生の授業は非常に面白く、いつも楽しみで、朝起きるのが苦痛でなかった」というコメン
トに接し、自分の授業のやり方の正しさが認められた思いでした。正に教師冥利に尽きるということでしょう。
　定年を迎える今年度に、このような賞をいただき、みなさまに感謝！感謝！です。

経済学部 教授　稲津 一芳

FD News Letter   2018 Spring
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　Ⅰ. FD 活動

1.「2017 年度前学期　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
実施期間：2017 年 7 月 3 日（月）〜 7 月 20 日（木）

初年次教育科目の見直しや改善のため共通教養教育推
進委員会の依頼を受けて毎年度実施している。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等に提供した。

2. 「2017年度学修状況調査」の実施
対象年次：1 年次〜 3 年次
実施時期：4 月〜 5 月　

本学全体の FD 活動に活用することを目的として、学
生の学習時間、学習成果の自己評価、学習動機と教育課
程との関係等を調査するために実施した。今年度は「5
つの観点及び 4 つの分類」にて複合的に学修状況の統
計分析を行った。

〔5 つの観点〕
①批判的思考力 ②学びへの意識 ③キャリアへの意識
④大学納得度 ⑤語学への知識

〔4 つの分類〕
①学生タイプ別 ②成績データ（GPA）別 ③ゼミ履修
の有無別④入試区分別

3. FD 研修会の実施
（1） 4/1（土）新任教員対象 FD 研修会

「神奈川大学の基本方針及び学修進路について」
　副学長　出雲　雅志

「FD 活動及び学生支援について」
　教育支援センター所長　山本　博史

［参加者数］新任教員 30 名

（2） 第 1 回 FD 研修会
「『神奈川大学障がい学生支援に関するガイドライン』の 
  制定内容と支援事例紹介
● 5/31（水）〈横浜〉
　教育支援センター所長　山本　博史
　［参加者数］本学教員　25 名、本学職員　1 名
● 6/14（水）〈平塚〉　
　教育支援センター事務部長　田島　和久
　［参加者数］本学教員　70 名

（3） 11/22（水）第 2 回 FD 研修会
「学習のための評価－学習成果の評価と活用－」
［講師］　松下　佳代　氏

（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
［参加者数］本学教員 19 名（横浜 12 名、平塚 7 名）

 本学職員 33 名　合計 52 名

（4） 英語による授業実施のための FD 研修会
● 12/2（日）【ベーシック】[ 参加者数 ]　4 名（教育職員）
● 3/14（水）【アドバンス】[ 参加者数 ]　5 名（教育職員）

［講師］ベルリッツ横浜ランゲージセンター講師
［共催］教育支援センター、国際センター

（5） 12/10（日）第 3 回ヨコハマ FD フォーラム
「学生調査の現状と課題
　―学生の声を基に調査結果の活用について考える―」

　   第Ⅰ部 活動報告「学生調査の現状と課題」
   第Ⅱ部 学生・教員・職員による
　　　　 会場参加型パネルディスカッション

　　　「学生の声を基に調査結果の活用について考える」
［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
横浜市立大学
横浜国立大学高大接続・全学教育推進セ
ンター

［参加者数］92名（内本学教員 3 名、学生 9 名、職員 4 名）
（6） 3/1（木）第 3 回 FD 研修会
　　「発達障がいのある学生への理解と支援
　　 ―本学教職員による対応事例をもとに考える―」

基調講演「発達障害の特性について」
　保健管理センター長　江花　昭一
パネルディスカッション
　「本学教職員の発達障がい学生対応事例をもとに
　 今後の対応を考える」

［コメンテーター］江花　昭一（保健管理センター長）
中田　正敏（障がい学生支援アドバイザー）

［パネラー］本学専任教職員
［モデレーター］ 井上　匡子（教育支援センター副所長）

4. 学生の FD 活動
（1） 8/31（木）、9/1（金）学生 FD サミット 2017 夏

「みんなで考える理想の授業
　―温故知新 ! 学生 FD の今昔から―」

［会場］金沢星稜大学
［主催］金沢星稜大学学生 FD サミット
　　　 2017 夏実行委員会

［本学参加者］学生11名、教育支援センター　職員 1 名
（2） 3/8（木）、3/9（金）学生 FD サミット 2018 春

「みんなで創る学生 FD サミット」
［会場］法政大学市ヶ谷キャンパス
［主催］法政大学学生 FD スタッフ
［本学参加者］学生11名、教育支援センター職員　2 名

5. 他大学との FD 連携
●横浜 4 大学合同会議●第 1 回 Kotoken Coffee Hour
×ダイバ café（横浜 4 大学 SD 研修会）●全国私立大
学 FD 連携フォーラム（JPFF） ●大学教育学会 ● FD
フォーラム （ 大学コンソーシアム京都）●大学教育研究
フォーラム（京都大学）等に参加

2017 年度　教育支援センター（FD・学生支援推進委員会）活動報告
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　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

　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］4/4（火）〜 4/14（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　35（65）名、相談件数　1,060（1,108）名
［平塚］学生スタッフ　30（15）名、相談件数　380（250）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］学習相談利用者数　100（114）名
　相談件数　669（1,168）件

［平塚］学習相談利用者数　46（44）名
　相談件数　431（474）件
   ＊ （　）内は前年度実績

（2） 学習セミナー
［数学］「『微分・積分』短期集中講座」9/14（木）、

9/15（金）
（3） 学習相談に関する情報交換会の実施

［前学期］8/1（火）　［後学期］2/13（火）

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配慮の件数

　両キャンパス計　前学期　95（106）件、後学期　84（77）件
＊（　）内は前年度実績

（2） 「障がい学生支援に関するガイドライン」の策定
（2017 年 3 月 9 日）

（3） 「教職員のための障がい学生支援ガイド」の発行
（2017 年 3 月 1 日）

（4） 「障がいのある学生とともに」の改訂
（2017 年 2 月 3 日）

（5） 10/27（金）ノートテイク講習会の開催
　［講師］横浜市要約筆記者協会　2 名
　［参加者］本学授業サポーター　7 名

4. 学生ボランティア活動の主な支援
● 7/7（金）神大マルシェ※ ● 8/2（水）六神祭※ ●
8/4（金）「ぐりぐら」交流企画 ● 9/21（木）認知症啓
発オレンジプロジェクト※ ●他大学との交流会（横浜市

立大学、フェリス女学院大学） ● 2/16（金）〜 2/25（日）
海外ボランティア（カンボジア）● 3/2（金）〜 3/4

（日）全国学生ボランティアフォーラム ●広報誌「Your 
Field vol.15」の発行
※まち×学生プロジェクト

　

　Ⅲ. その他

1. 12/16（土）、12/17（日）プレ神大生ミーティングの開催
［対象］2018 年度 AO・各種推薦等入学予定者
［実施学部学科等］

12/16（土）［平塚］
経営学部国際経営学科、
理学部全学科・プログラム

12/17（日）［横浜］
　外国語学部国際文化交流学科、
　工学部電気電子情報工学科、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
［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357名（横浜174名　平塚183名）、

保護者 223 名（横浜 98 名　平塚 125 名）
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　本学では意欲ある学生を受け入れるため、その意欲や成果・経験

を評価する「AO入学試験」及び「各種推薦等入学試験」を実施し

ています。これらの入学試験制度により早期に合格が決定した入学

予定者にとっては、入学までの 4 か月間の過ごし方が大切であり、

入学後スムーズに大学生活をスタートするための重要な期間となり

ます。その 4 か月をサポートする方策として、入学後の学修や学生

生活への円滑な適応を図るため、入学前教育課題を主体的に取り組

む重要性の理解促進を主目的とし「プレ神大生ミーティング」を実

施しています。また、「プレ神大生ミーティング」では、学科の教員

や先輩学生との懇談及びグループワークなどを通して、入学前の不

安や疑問の解消にも繋げています。

　参加者アンケートでは、「先輩学生と話ができたことで、入学後の

大学生活がイメージしやすくなった」「今の時期に何をしておくべき

かわかった」など前向きな回答が目立ち、保護者からは、「入学する

までの学習がいかに大切か理解できた」「大学生になった後の子供と

の接し方について考えることができた」など、大学生の保護者とし

て準備すべきことの理解が深まったとの記述が多く見られました。

　今回から外国語学部国際文化交流学科が新たに参加したこと、横

浜キャンパスでは入学後に自宅からの通学を予定している入学予定

者については参加を必須としたことで、参加者が増加しました。一

方で今後の課題として、実施学部学科を増加させることとともに、

自宅が遠方で参加できない入学予定者に対しての取組についても検

討していく必要もでてきています。また、「プレ神大生ミーティング」

への参加及び入学前教育課題への取組状況による入学後の大学生活

や学業の状況を検証し、効果を測ることが求められます。

●日 　 時 ：2017 年 12 月 16 日（土） 11:00 ～ 16：00
湘南ひらつかキャンパス
2017 年 12 月 17 日（日） 10:30 ～ 15：30
横浜キャンパス

●実施対象学部学科
　　〔横浜〕外国語学部： 国際文化交流学科 ＊今年度より実施

工　学　部： 電気電子情報工学科、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・プログラム
●対 象 者：2018 年度 AO・各種推薦入学予定者及び保護者
●主な内容：学部学科紹介、4 年間の学びと入学までの過ごし方、プレテスト、先輩学生との懇談及びグループワーク、学食体験 
　　（保護者対象プログラム）

 教育支援センター副所長 / 学部教授による講話、事務局からの説明（学生生活・奨学金・留学制度等）個別相談、
 キャンパスツアー ＊キャンパスにより一部異なる

学部 学科 

2017年度 

入学予定者 

2018年度 

入学予定者 

入学 
予定
者 

同伴者 
入学 
予定
者 

同伴者 

横
浜 

外国語学部 国際文化交流学科 - - 39 24 

工学部 

     

電気電子情報工学科 23 17 46 29 

物質生命化学科 24 16 32 19  

 
   

小計 80 52 174 98 

湘
南
ひ
ら
つ
か 

経営学部 国際経営学科 117 83 99 77 

理学部 

数理・物理学科 9 3 10 5 

情報科学科 15 6 14 7 

化学科 26 14 15 13 

生物科学科 20 12 35 18 

総合理学プログラム 13 4 10 5 

小計 200 122 183 125 

両キャンパス総計 280 174 357 223 

情報システム

創成学科

総合工学プログラム 10 5 20 9

23 14 37 17

2018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

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

〔委 員〕
委員長  山本 博史、副委員長  高城 玲、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  玉井 義浩、学生生活支援委員会  石濱 慎司、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  山崎 友彰、大学院学務委員会  村井 まや子、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  田島 和久 ( 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  武井 正善、 経営政策部 田島 睦浩(以上6名)

〔事務局：教育支援センター〕
旭 馨、升田 亘、 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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