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ているのでしょうか。同じく大学ホーム

ページによれば、①困ったときにいつ

でも相談できる「学生生活の総合窓口」、

②基礎的な英語、数学、文章表現につい

ての継続的な「学習支援」、③障がいの

ある学生への支援、④学生のボランティ

ア活動への支援、の 4 つが挙げられてい

ます。こうしてみてみると、KU スクエ

アとは学生支援のみを担当する場であって、あのホームページ

の表記は誤解を招くのではないでしょうか。さっそく、センター

に苦情でもと思ったところではたと気付きました。もしかした

ら、教育の質保証とさらなる向上のために、私たち教員が行っ

ている FD 活動とはあくまでも舞台裏であり、教員や職員さら

には学生同士が互いをサポートする学生支援こそが表舞台なの

かもしれません。そう考えるとこの表記こそが教育支援の本質

を突いているのではないでしょうか。苦情でもと思っていた自

分が恥ずかしくなります。これから副所長として、表舞台であ

る KU スクエアの活動をより深く理解し、人と人とのつながり

により学生の大学での学びがさらに充実したものになるようお

手伝いできればと思います。先生方も何か困っている学生をみ

たらいつでも「学生生活の総合窓口」である KU スクエアをご

紹介ください。

　今年度より教育支援センターの副所長として KU スクエアを

担当することとなりましたが、私自身が KU スクエアをきちん

と理解しているわけではありません。そこで、私自身の勉強を

兼ね、この紙面をお借りして KU スクエアについてご紹介させ

ていただきます。

　そもそも、このニュースレターのタイトルは FD なのに、な

ぜ、教育支援センターの副所長が巻頭言などを書いているので

しょうか。それは、神奈川大学の教育支援センターが、本学に

おける教育の質保証及びその一層の向上を図ることを目的とし

て、FD 活動と学生支援を行っているからです。つまり、センター

による FD 活動と学生支援の 2 つの柱こそが教育支援なのです。

しかし、大学のホームページをみると、「教育支援センター（KU

スクエア）」とあり、

このセンターの中

心的な役割を（少

なくとも対外的に

は）KU スクエアが

担っていることに

なります。

　では、実際に KU

スクエアではどの

ような活動を行っ

KUスクエアで学生を救えるか？ 教育支援センター副所長　松本　安生
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められていました。今回の改正により、いわゆるオンデマンド

講義などの異時授業目的公衆送信における第三者著作物の複

製・配付も原則として自由となりました。（35 条 1 項）。ただし、

異時授業目的公衆送信を行う場合には、適切な額の補償金を著

作権者に支払わなければなりません。なお、教科書の全ページ

を複製して学生に配付するような、著作権者の利益を不当に害

する用途・態様での利用は今後も許されません。

次に著作権で問題になる事例を紹介します。

［Ａ］複製の実施者についての問題

　他人の著作物である資料の複写を、図書館または教材準備

担当ではない事務職員に依頼することは許されません。一方、

直接的指揮監督下にある助手や大学院生にこれを依頼する場

合ならば、教員本人の複製行為と判断できます。

［Ｂ］コンテンツの提供方法についての問題

　第三者著作物を含むコンテンツを、WEB 上で公開したり、

学内 LAN サーバに搭載して受講生だけに公開したりする行

為は、LMS などを利用して ｢授業の過程｣ の体裁をとらな

ければ自由な複製は認められません。また、写真や図表など

をトリミングして授業に関係ある部分のみ利用する行為も、

著作権者が想定しない加工となり、著作者人格権のひとつで

ある同一性保持権の侵害となります。

　第三者著作物を含む資料を授業で学生に配付する場合、

受講学生の人数に加えて一定数の予備を想定して多めに印

刷することが多いと思われますが、これについては権利者

側と教育機関側の間でその許容性についてなお意見の相違

があります。

［Ｃ］コンテンツの種類と用途についての問題

　シラバスで参考書指定されている書籍の一部を複写して学

生に配付することは、原則として権利者に不当な損害を与え

ると考えられます。また、授業でテレビの録画を利用する場

合、次年度以降の利用に備えて学内 LAN サーバに保存する

ことは、授業の過程に含まれないため許されないとされてい

ます。この場合は、教員が自分の USB メモリ等に保存する

ようにすれば、私的使用（30 条）として許されるでしょう。

３-２　研究・論文等と著作権
　公表された著作物は、公正な慣行に合致するものであり、か

つ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で引用

して利用することができます（32 条）。ただし、写真・画像に

ついては、主従関係の判断が困難な場合は、注意が必要になり

ます。また自己著作物の再利用（同一性を保持しない再利用）は、

出版権を持つ出版社・学会及び著作者人格権を持つ共著者との

調整が必要です。

1 . はじめに
　2019 年 1 月から著作権法の一部改正が施行されます。その

改正の概要をまとめると次のとおりになります。

【著作権法改正の概要】
1「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制
　  限規定の整備」

ビッグデータを活⽤したサービスへの対応やイノベーション
創出促進のための、権利制限規定の抽象化など

2「教育の情報化（ICT 活⽤教育）への対応」
包括補償⾦制度導⼊を伴う、授業の過程における第三者著作
物の⾃由利⽤の拡大

3「障害者の情報アクセス機会の充実への対応」
障害者のための複製について、その範囲を「視聴覚障害」から

「⼀般的困難者」へ拡大（マラケシュ条約への対応）
4「アーカイブの利活⽤促進」

美術館等の展⽰作品の解説・紹介⽤デジタル資料の作成とタ
ブレット端末等で閲覧すること等の⾃由化や、国及び地方公
共団体等が行う裁定請求にかかる補償⾦供託の撤廃

施行⽇　1･3･4 ＝平成 31 年 1 ⽉ 1 ⽇、2 ＝公布の⽇から起算して
 3 年を超えない範囲内において政令で定める⽇

　大学教育における第三者著作物の利用に関し、学校教育にお

ける効果的な利用の要求と著作権者の権利主張とが対立してい

る状況にある中、重要な法改正が行われました。

2．著作権とは何か
　著作権の対象となる創作物は「思想または感情を創作的に表

現したもの」で、原著作物の翻訳などの二次的著作物まで含ま

れます。著作権は、著作者人格権、著作財産権、著作隣接権に

分類され、著作財産権の利用については、米国ではいわゆるフェ

アユースの法理で公正な利用に該当するものと評価されればそ

の利用を著作権侵害としない一方で、日本では法律上の要件を

満たした場合のみ著作権者の権利制限を行っています。大学に

おいては、引用（32 条）、教育機関における複製等（35 条）、

試験問題における利用（36 条）などがこの恩恵を受けています。

ただし、著作権の制限規定は著作者人格権に影響を及ぼすもの

と解釈してはならないものとされていますので、たとえば無許

可の改変等は認められません。

３．⼤学教育・研究と著作権
３-１　講義資料等と著作権
　これまでも、教室内での授業の過程においては、教員や学生

が、必要と認められる限度において第三者著作物を複製・配付

することができ、また同時に授業目的公衆送信をすることも認

著作権法改正が大学教育に与える影響
 ―その理論と現実および著作権法改正の動向―

2018年度 第 1 回 FD研修会（2018 年 7 月 4 日（水）開催）

講師　中村壽宏氏（神奈川大学大学院法務研究科教授、私立大学情報教育協会委員）

主催 / FD・学生支援推進委員会　共催 / 教育メディア情報システム委員会、学修進路支援委員会
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　学生 UD 委員会主催により、履修の仕方や学校生活を

はじめ、サークル活動、一人暮らし、アルバイト、留学

など、さまざまな疑問や相談を受け付け、先輩の体験談

をもとに一緒に問題解決する活動として、新入生なんで

も相談窓口｢アスクカウンター｣を今年度も開設しました。

　本委員会によるこの活動は 2014 年度から始まり、今

年度で 5 年目になります。

　学生 UD 委員会が学内にて、有志の学生スタッフを募

集し、一般学生を巻き込んで企画・運営を行っており、

毎年大勢の新入生に利用されています。開催期間は、利

用者が集中する新学期のオリエンテーション及び履修登

録に合わせ、4 月上旬に開設しています。

　運営側では「学生スタッフが少ないこと」が毎年の課

2018 年度新入生なんでも相談窓口 ｢アスクカウンター｣ 実施報告

【利⽤した新入生からの質問・感想等】
●履修登録のやり方、時間割の組み方を教えて欲しい
●先輩の説明が丁寧で分かりやすく、疑問を解決できた
●親切に対応してもらえたことで安心して質問ができた

【協力学生からの感想・次回以降の課題等】
●時間帯によっては学生スタッフ数が足りず、新⼊生を待たせてしまった
●教職課程に係る質問に対して回答できるスタッフが足りなかった
●アスクカウンターに運営側として初めて関わることで、新⼊生の時には感じることができなかった運営側

としての大変さ、また達成感を味わうことができた
●新⼊生なんでも相談窓口 ｢アスクカウンター｣ はいまや新⼊生にとって、なくてはならない存在になった

と⾃負しており、運営及びスタッフ確保は大変苦労するが、新⼊生、そして⾃分⾃身の経験のためにも、
次回以降も協力していきたい

題とされる中、学生スタッフは自身の時間を割きながら

も新入生のために多様な「ピア・サポート」を行ってい

ます。本活動を通して、履修に関わる質問を受け付ける

部署の相談者が減少するなど、一定の成果があります。

　学生 UD 委員会は来場した新入生へのアンケート集計

をもとに、次年度への改善点を話し合う反省会も実施し

ました。本活動を利用した新入生が学生 UD 委員会に加

入することが多く、この活動は毎春、学生にとって様々

な出会いや交流にもつながっています。

4 . 著作権法違反に対する制裁
　著作権法違反に対する制裁は、権利侵害行為の差し止め請求

と損害賠償請求があり、さらに悪質と判断されれば刑事訴追を

受ける場合もあります。著作者人格権の侵害に対しては、非常に

重い制裁が行われます（5 年以下の懲役・500 万円以下の罰金）。

　権利制限規定が機能しない時に違反を回避する方法として

は、著作権者からの許諾を得る、著作権のないパブリックドメ

イン素材を利用する、ライセンス実施方法が明記された素材

（クリエイティブコモンズ等）を利用する方法等があります。

5 . Ｈ30 著作権法改正と⾼等教育
　教育機関側では LMS の普及により反転授業やオンデマンド

授業が今後あたりまえになる一方で、権利者側からはコピーで

劣化しないデジタルコンテンツが違法に拡散される危険性が強

く指摘されていました。今回の改正で、文化庁は、柔軟な権利

制限規定を拡大しつつ、大学に対しては包括補償金制度を導入

することとしました。仮にイギリス並み（年間 1,050円前後）

と想定すると、神奈川大学の場合は、学生 18,500 人として年

間 1,942 万円あまりになります。

　以上のとおり、2018 年の著作権法の一部改正は、大学と教

員に大きな影響を及ぼすものといえます。

※講演会資料のご希望がありましたら教育支援センターまでお問い
　合わせください。
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い。」印刷物を見せてもらうと、書き方の指示、例文など、

大変親切に作られていて、問題なくできそうな課題だ。

　問題解決能力、というのか、「学ぶ力を備えずに大学生に

なってしまった」学生が多いことに驚く。しっかりした目

的意識や覚悟のないまま大学に進学したこと、今までに勉

強した経験のないことなどがわかってくる。一人では学習

できない。ここに来れば英語ができるようになると思って

いる。プリントは家でやってくるのだが、空欄を埋めるだ

けで、そこから学び取ろうとしない。

　心配していた前期の単位が無事取得できると、来なくな

る。多少でも英語に親しんで来たので惜しいと思うが、自

分なりに難関は突破できた、ということだろう。一方で、

続けるうちに学ぶ面白さに気づいて、意欲的に取り組み始

める人もいる。英語のコツがわかり始めると、こなすプリ

ントの数も増え、意欲的になる。このように行動の変化が

みられると、英語の力も面白いように伸びる。

  C グループ

　自分の実力が著しく劣っていることに気付いたので１か

らやり直したい、という学生。

　指定校制推薦入試で入学した学生に毎年このタイプがい

る。高校では問題のなかった自分が、大学の勉強に太刀打ち

できず、自信喪失する。藁にも縋る思いで来室するのであろ

うが、学習相談室に来ることで徐々に問題は解決し始めてい

る。自分の実力を冷静に受け止めて、やり直しの覚悟をする

からである。「こんなにできないのか」と自覚することはつ

らいことだと思うが、この認識が第一歩である。もともと勉

強は嫌いではないので、熱心に励んでくれ、力をつけていく。

残念ながら、克服の道を選べず、大学に意義を見いだせない

人たちはいとも簡単に退学していってしまう。

　「文法が苦手で」と、来室する学生が多いが、実は英文法

はクイズのように○×がつけやすく、得意不得意が判別しや

すい分野であるにすぎない。そういう人は英文を読むこと、

解釈すること、英文の音読も苦手であることが多い。英語に

　英語の学習相談にやってくる学生は次の３つのグループに

まとめられるかと思う。

  A グループ

　入学後、今後の目標ができたので英語学習に取り組みたい、

と言ってくる人たちは以下のような理由である。

　主な質問
●受験勉強で英語は⼀通りやったのだが、極められなかっ

た感がある。学びなおしたい。
●いずれ海外留学をしたいのだが、そのために TOEIC®・

 TOEFL® のスコアをあげておきたい。
●大学院・就職のために、英語の力をつけておきたい。
●高校では、音声の勉強ができなかった。流暢に話せる

ようになりたい

　こういう具体的なリクエストを携えてやってくる学生は、

十分に学習を進めてきた人であることが多い。テキストを

そろえ、参考書を読む、無料のコンピュータのサイト、動

画を活用して英語に触れる、ネイティブの人と会話する機

会を捕まえる、など、具体的な補いの策を講じることがで

きる人である。学習相談室を、自分の英語学習の一部に組

み込んでスキルアップを図っている。目標を達成すると次

の段階に進むべく、相談室を「卒業」していく。

  B グループ

　毎年、新入生の何割かは「ネイティブの先生の言ってい

ることがわからない。」という理由で学習相談室を訪ねてく

る。4 月、5 月のころである。「周りの学生のわかっている

ことが自分にはわからず、不安である。」「さっそく課題が

出て、即評価になるらしいことはわかったのだが、英文で

文章を書いたことも、発表したこともない、教わっていな

　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、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教科のうち今回は英語の学習相談
員からの報告書を掲載します。

教育支援センターの学習相談状況

2．学習相談の課題や問題点

1．相談に来る学生の傾向
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Ａのケースのように自分に学習意欲がなくて英語を勉強し

なかった学生と比べると対照的に、きわめて几帳面にノー

トを作ったり、意味を調べたりしてもなかなか英語が身に

つかない様子である。例えば、英語と日本語が１対１の対

応になっているというような感覚から抜けられないという

ようなところがある。このＢのケースの場合は突破口がな

かなか見つからない。逆にＡのケースの学生はスタート地

点のレベルではかなり低くても飛躍的に文法感覚を身に着

けて、1 年ちょっとで自立学習ができるようになった学生

や、海外に短期留学に行った学生もいた。

　始めに挙げた相談室の役割の二つ目は、前述のケースＢ

の本人の学習方法の問題と重なる部分がある。相談室来室

者の一部は、自分でこのシステムを見つけてきているよう

だが、多くは授業の担当教員などに薦められて来室する。

解決手段を見つけること、誰にどんなことを相談すればい

いのか判断すること自体が自力でできない学生がいるので

はないかと思う。困っているけれどどうしたらいいかわか

らない、友達がいない、作れないという学生がいる。コミュ

ニケーション能力というものの不足なのか、相談室に入る

なり、自己紹介も何もなく「この問題Ⅱの 3 と 5 がわかり

ません」という学生もいる。その時点でその学生に不足し

ているのは英語の知識以前のどこか別のところにあると感

じる。そのような学生には英語の学習方法のアドバイスを

通して、わからないことがあった時には何をするとよいか

を伝えている。

　最終的には、学生が「相談室にはもう行かなくていい」

と思えるようになることが目標だと思っている。残念なが

ら、相談室に来ることが登校の目的になっている、あるいは、

いつまでも巣立つことのできない学生がいることも事実だ。

試行錯誤の毎日である。

多く触れることで解決できると思う。

　人の話を聞けない人、自分の不満ばかり主張する人は、

日常生活でも不便を抱えている。このようにコミュニケー

ションを取るのが苦手な人には、英語の授業はなおさら苦

痛だろう。英語嫌いは、英語の知識のせいだけではなく、

英語を話し、聞かなくてはならない英語学習の環境も起因

している。また、偏った考え、独りよがりの思いに縛られ

ている人は、外国語をはねつけてきた歴史があるように思

える。それでも相談室に足を運ぶ人には、相応の希求があ

ると思う。相談室では個別の指導が可能であるので、それ

ぞれの問題に寄り添い、解決の道を探っていくことが、学

生の求めていることであるか、と思う。

　学習相談室の英語を担当して三年目が経過した。学習相談

室は大きく分けると二つの役割を担っていると考えられる。

①文字通り、英語という知識の不足を補い、学習を進める

手がかりをつかんでもらうこと。

②大学生活で、特に授業の内容に関して、⾃力では解決で

きないことを何とか乗り越えるための方法を探ること。

　前者、英語の知識の不足の原因は大きく分けて次の二つ

になるだろう。

Ａ　英語に興味、関心がなくてしっかり学習しなかった。
Ｂ　授業には真面目に取り組んでいたが、授業の内容、

あるいは本人の学習方法などに何らかの問題があ
り、英語の基礎力が身につかなかった。

　Ａのケースとしては、日本人学生に限らず、中国からの

留学生でも、本国で英語の授業はあったのに「日本に留学

するのだから英語は必要ないと思って勉強しなかった」と

いう学生もいた。Ｂのケースは指定校制推薦入試などで入

学してきた学生が多く、高校での英語の成績は必ずしも悪

くなかった。しかし疑問文、一般動詞と be 動詞の区別な

どごく初歩的なことも理解できないまま過ごしてきたよう

な学生が多い。その原因として「授業の内容」を挙げてい

ることは重大なことだと認識している。この部分は非常に

大きな問題をはらんでいる。また二つ目の原因として「本

人の学習方法」を挙げたが、適切なアドバイスが与えられ

ていなかったとしたら、中学、高校の英語教師の役割が果

たされていないことになる。具体的には辞書を持たず、調

べたこともほとんどない学生もいる。しかし、中には外国

語を身に着けるセンスが著しく欠けていると感じる学生も

いる。もしかすると何らかの学習障がいを抱えているのか

もしれないが、私自身ではその診断を下すことができない。

1．学習相談の役割

2．学習相談の課題や問題点
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で、英語学習の動機を明確化させている。基礎英文法が欠

如している学生には、高校時代に使用した英文法の参考書

を計画的に読み進ませ、問題解法を行わせ、学習したとこ

ろを説明してもらうことで、理解を深めさせようとしてい

る。また、リスニングに関しては、約１分程度の 1,000 語

レベルの会話文を毎週ディクテーションさせ、そのスクリ

プトを渡してチェックしてもらい、それの暗唱を課してい

る。読解力に関しては、相談者の学力に応じたラダーブッ

クスを読むことを推奨している。英語の学習習慣のなかっ

た学生には、英語学習の記録をさせている。記録させるこ

とで、自らの学習量やそれに応じた英語力の向上が見られ

ればと思っている。さらに、質問等は常時メールで受け付

けて、できる限り早く質問に答えるようにしている。

　学習相談に来たいと潜在的に思っているが、足を運ばない

（あるいは、運べない）、時間帯が合わない、余分の学習を負

担と感じる学生がいると思われる。また、多くの学生は相談

室の活動の内容を知らないようだ。しかしながら、必要性が

あると思われる学生と何の接点もないので、アプローチをか

けることができない。相談に来る学生も自分自身の時間割、

相談の曜日と時間帯、他の学生と時間が重ならない等の条件

が整って長期的な相談が可能となる。従って、週 2 回の対

応ではより多くの相談者のニーズに答えられない。実際には、

曜日の重なる学生に関しては、時間調整を行って、相談が可

能となっている。ワンポイントで相談に来た学生（学習法、

留学など）は、他の学生と重なる場合は、同じく時間調整を

行っている。また、相談に来る学生の相談内容は多岐にわた

るので、各自への対応になるが、準備に余分な時間を要する

こともある。中には、授業の宿題を頼んでくる学生がいるの

で、どこまで手を差し伸べるべきか苦慮する。ただ、長期的

であれ、ワンポイントであれ、相談に来た学生のその後の学

習実態を知ることが難しい。

　英語の基礎力向上、英語の学習の仕方、英語の授業で理

解できなかったことについての質問、リスニングの上達法、

ラダーブックスで読解できなかった英文の質問、ゼミナー

ルで読む英文読解、TOEIC® や TOEFL® 対策、工業英検

対策、英検対策、留学のための英語対策、留学相談、大学

院進学のための英語入試問題の解法等。

　真面目で、おとなしい。英語力を向上させたいと思ってい

るが、どこから英語の学習を始めてよいかわからない。中学

時代から英語学習が習慣化されていない。即席に英語力を高

めたい、あるいは高められると考えている。英語は訳文を暗

記すればよいと考えている。文法を勉強することが英語の勉

強と考えている。英語を音読したことがほとんどない。授業

で単位だけを取ることだけを目的としている。以上のような

傾向を持つ学生が多いようである。このような学生の中には、

相談室を訪れることに躊躇していた学生もいた。多くの学生

は、面談することで、割り方早く相談室での学習に慣れるよ

うである。相談室での学習は真剣に取り組み、英語力を向上

させたいと考えている学生が大半である。

　相談者が何を求めているかをよく聞き、相談を進めてい

る。その際、手元にある教材を用いて、相談者の英語力を

見極め、その相談者の希望あるいはその相談者の学力に応

じた指導を行っている。また、英語学習の目的を問うこと

3．学習相談において工夫しているところ

4．学習相談の課題や問題点
2．相談に来る学生の傾向

1．学生からの相談、質問の中で特に多かったものや
目立ったもの。
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とおして、参加者が交流

を持つことができ、会場

が一体となりました。会

場には、風船を用いたオ

リジナルのシンボルツ

リー、キャンパスに開催

を知らせるのぼりを設

置したことで「見て楽

しむ」工夫をしました。

また、学生ボランティ

ア活動支援室の活動内

容を展示形式で発信し、

一般学生のボランティ

ア活動への促進も図り

ました。

　本企画を主催した学

生ボランティア活動支

援室学生代表の小倉 勝十さん（経済学部経済学科 3 年次）は「こ

の神大マルシェが神奈川区の魅力を伝える場となり、神奈川大

学と神奈川区の交流のきっかけになれば嬉しい」と結び、盛会

のもとに閉会しました。

　「まち×学生プロジェクト」は今後

も神奈川区の地域交流を図る企画を開

催する予定です。

　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）に基づき、｢2018 年度第 1 回４大学 FD 合同連絡会

議｣が横浜市立大学金沢八景キャンパスで開催されました。

　関東学院大学の教育実践力向上セミナー、横浜国立大学の大学

教育再生加速プログラム（AP）事業、横浜市立大学のアクティブ・

ラーニング推進等の 2018 年度 FD 活動の主な取り組みが紹介さ

れ、情報交換が行われました。また横浜４大学共催による ｢第４

回ヨコハマ FD フォーラム｣ については、2018 年 12 月 8 日（土）

に開催することが決定し、開催校である横浜市立大学が中心とな

り、本会議を通じて企画案を検討していくことが確認されました。

　 さ ら に 横 浜 ４ 大 学 連 携 で は、教 学 運 営 に 係 る SD（Staff 

Development）活動にも取り組むことになっており、各大学が実

施する SD 研修会の相互参加を推進していくことにしています。

FD 合同連絡会議が開催される！  2018 年 5 月 31 日（木）

横浜 4 大学（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立大学、横浜市立大学）

横浜市立大学 YCU スクエア

左　：神奈川区長　高田 靖氏
中央：六角橋⾃治会連合会　森　勤氏
右　：神奈川区副区長　小口 秀明氏

会場風景（神奈川大学横浜キャンパス 3号館ラーニングエリア）

学生ボランティア活動支援室学生代表
小倉 勝十さん（経済学部経済学科 3 年次）

　教育支援センターで支援を行っている学生ボランティア活動

支援室が、「まち×学生プロジェクト」の主幹団体として、地

域住民との交流を目的とした「神大マルシェ」を昨年度に引き

続き横浜キャンパスにて開催しました。

　「まち×学生プロジェクト」は学生ボランティア活動支援室、

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、本学地域連携

推進室が連携し、六角橋の地域活動に学生の想い・力を取り込み、

交流をし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・実施しました。今年度は、「神奈川区の魅力を知ろう」をテー

マに、神奈川大学生活協同組合の協力を得て、神奈川区生誕 90

周年企画「神奈川区レシピコンテスト」に採択されたレシピを

基に区内で生産された旬の野菜を使用した惣菜やお弁当を販売

しました。また、地域の障がい者就労支援事業所でつくられた

お菓子や雑貨、神奈川区にある老舗や花農家さん、神奈川区役

所協賛による食育ブースなど計 13 ブースが設けられ、地域の

魅力を来場者へ発信しました。

　当日は、神奈川区役所より神奈川区長の高田 靖氏、副区長の

小口 秀明氏をはじめ、地域の方々と学生、教職員を含めて600

名を超える方々にご来場いただき、神奈川区に関するクイズを

取り入れたスタンプラリー、じゃんけん大会などのイベントを

「まち×学生プロジェクト」企画　「神大マルシェ」を開催しました

※このイベントは本学学生生活支援委員会が
募集した「学生チャレンジプロジェクト（学
生優れた企画について大学として活動資金
を援助する制度）」に採択され、実施され
ました。
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2018 年度 FD・学生支援推進委員会委員

　社会活動や産業活動のグローバル化が急速に進展してく

中で、社会から大学が果たす役割として期待されるものと

して、グローバル社会において将来国際的に活躍する人間

を育成することが求められています。このような状況に鑑

み、英語による授業運営を現在実施されている教員、ある

いは導入しようと考えている教員を対象に教育支援セン

ター、国際センター共同開催の研修会として、「英語による

授業実施のための FD 研修会」を実施しました。本研修会

は「グローバル人材育成教育環境の拡充」の重点項目の一

つである「英語による授業実施に向けた教員研修の導入」を

踏まえ、2015 年度より継続して実施をしています。

　2016 年度まではベーシックコースのみの実施でしたが、

2017年度より、ベーシックを受講された教員を対象に、

新たにアドバン

スコースを設け

ました。

　研修会では、

参加者同士のグ

ループワーク、

お互いのフィー

ドバック、講師

による振り返り

や質疑などを織り込みながら、授業の効果的な組み立て方、

学生の注意をひきつけるための授業の目的や重要点、事例

の提示方法、専門用語の言い換え方法等を身につけました。

　また、多くの時間をグループワークにあて、英語での授

業中に起こる様々な問題にどう対処するか意見交換を行

い、「教員の英語がわからないと学生に言われたらどうす

るか」、「発言したがらない学生を授業に巻き込むためには

どうしたら良いか」など、参加者それぞれが自身の授業を

想定しながら解決策を探りました。英語で授業をする場合、

教える側にとって最も重要なことは、ネイティブスピー

カーのように流暢に話すことを目指すのではなく、今ある

英語力で「自身の専門分野への情熱を語り続け、学生のモ

チベーションを維持し続けること」です。参加された教員

からの発言にもありましたが、日本語の授業運営にも共通

しており、まさに FD の観点からも参考になる研修会とな

りました。

英語による授業実施のための FD 研修会実施報告

　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）
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FD News Letter   2018 Summer


