
体に、均質的に一方的な講義のみで学生と対しても、うまく相手を惹

きつけられないことは、ある意味必然でしょう。多様な個々をないが

しろにすることなく、かつ一定数の全体に如何に授業を行うかという

必要性から協働学習やアクティブ･ラーニングが生まれてきている

という論点は、いまさらながらではありますが、私個人にとって腑に

落ちた気づきとなりました。

　特に、ワークショップの中で紹介された以下の説明が印象に残って

います。「学生によって、聞いて学ぶ人、見て、読んで学ぶ人、話しなが

ら学ぶ人、手と身体を動かして学ぶ人、人によって、学習スタイルは

異なる。どのようなタイプの人であっても授業で学べるように、それ

ぞれの機会を提供していきたい。そのひとつが協働学習である」。ひ

とつの授業には、多様な個人が集まり、学びのスタイルも多様で、そ

の多様性の幅はますます広がっています。そこでは均質的な特定の

方法だけでは通用しません。多様な個々人にそれぞれ対応できるよ

うな機会のひとつが、協働学習でありアクティブ･ラーニングだとい

うのです。多様な個と向き合う機会として協働学習を捉えた時、流行

の手法として一面プレッシャーにも感じられていたアクティブ･ラー

ニングという言葉が、私自身の経験の足下から必要とされる方法とし

て見直されることにもなりました。

　ささいなことではありますが、このような新たな気づきが、外部で

さかんに紹介され推奨されるFDの方法から、地に足が着いた自らの

問題として考えていくきっかけとなることを願っています。

　2017年度から教育支援センターのFD担当となり、私自身が様々

な学びや気づきの機会を頂いています。横浜市内４大学FD連携によ

る「ヨコハマFDフォーラム」をはじめとして、大学コンソーシアム京

都が主催するFDフォーラム、全国私立大学連携FDフォーラム（JPFF）

など、各地で実に多くのFDに関連するフォーラムやワークショップ

が開催されていることに、門外漢だった身からすると当初は驚かされ

ました。こうした機会に参加する中で、FDが単に社会や文部科学省

など外部からの要請ということではなく、現場の自らの経験をふりか

えって足下を掘り下げながら教職員が自らのものとしていく実践で

もあると認識を新たにしています。

　ここでは、JPFFのワークショップで報告された「協働学習はなぜ

必要になったのか」という話題を一部紹介したいと思います。昨今、

協働学習やアクティブ･ラーニングなど、取り入れるべき手法として

プレッシャーに感じる教員もいる中で、そもそもその必要性はどこ

にあるのかという話題でした。特に、納得させられたのは、社会的な

変化との関連で、学生が多様化していることへの対応という視点です。

私自身ひとりの教員として大教室で多くの学生と対するとき、学生

の多様化を身をもって経験していました。高校まで育った地域や国

の多様性、入試区分におけるAO、指定校、部門別推薦、一般、センター

などの多様性、さらに、近年増えている個人が抱える苦悩や困難の多

様性など、様々な多様性を持った個々人が大教室で一堂に会する場所、

それが現代の大学での講義、授業となっています。そうした多様な全
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　2018年度FD活動方針に掲げた活動目標の1つであるFD懇

談会について今年度は実施することができなかったが、もう１

つの活動目標である非常勤講師の先生方との意見交換会（3月5

日に開催。学部長サイドが主催）は実施した。今年度から100分

授業となり、双方向型授業の導入を検討するなど授業時間の使

い方、学生の受講態度の変化などを中心に意見を交換した。 

　また、全学的な取り組みと連動させる形で、11月には2018年

度学修状況調査結果にもとづいてFD・学生支援推進委員より報

告を実施した。今回は学生の経年変化を調査し、データから読

み取れる法学部における特徴ある傾向を報告した。 

　以上のように、今年度は十分な活動ができなかった。このよ

うな状況になってしまった主たる要因は、委員長である私のFD

に対する意識の低さあるいは認識のなさから、FDに関連する学

部内の様々な事柄につき委員会として十分に把握することがで

きなかったという点にある。 

　そこで、次年度に向けて、学部内の動きをできるだけFD活動

という視点から関連付けて検討できるようにしたい。それには

学部FD委員会内での連絡を密にすることはもちろん、執行部や

関係する他の委員会との連携も密にすることが必要であると考

える。 

　現時点においてFD活動の一環として継続して検討すべき課

題としては、カリキュラムの再検討と関連付けてFYS（初年次

導入教育）から法学部基礎演習Ⅰ・Ⅱ、そして学部ゼミナールへ

と教育上の連携の強化、順次性や系統性の確保、学修支援を必要

とする学生への具体的な支援策（合理的配慮の実質化）、授業ア

ンケートや学修状況調査アンケートの活用方法、将来構想委員

会との連携、ICTの導入研修などがある。

　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、現在進行形のものを含めFD委員会として取り組む

ことができたのは、(1)(4)(5)(7)(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教授会で報

告したところ、教員サイドから貴重な要望が寄せられた。具体

的には、同アンケート結果からは教員としてどのような改善を

するべきか、また何をするべきかについて読み取れない。その

原因の一つは分析に際してセグメント化していることにあるこ

とから、セグメント化せずに個票データに基づく分析手法を採

用することを検討してほしいという内容である。この要望は第

6回FD・学生支援推進委員会にて報告させていただいた。

　次に(4)(7)(8)については2015年度にベストティーチャー賞

を受賞された本学名誉教授小林康宏先生を講師に迎えて｢多様

性の社会に対する教育現場の対応｣について懇話会を3月4日に

経済学部主催により開催した。

　また(5)に関しては2017年度にベストティーチャー賞を受賞

された稲津一芳先生の授業を参観し、実際に行われているさま

ざまな取り組みについて教授会で報告した。

　最後に経済学部及び経済学会においてもFD関連活動が行わ

れている点に言及しなければならないであろう。経済学部では

前述の懇話会に加えて、(2)(13)との関連で経済学科1年次第1セ

メスターに開講される「経済入門」の教科書の第2版の出版に向

けて執筆者会合が頻繁に開催されている。授業科目としての「経

済入門」はまた(11)との関連で小テスト及び定期試験問題につ

いて担当教員間で難易度等を検討し、評価基準についても担当

教員で統一性が図られるよう工夫が重ねられている。(12)に関

して教授会にて次年度シラバス作成での注意点が確認され担当

者によって丁寧に進められている。経済学会では、卒業論文指

導とマーケティング講義に関して韓国の大学教員を招待し講演

会を開催した。

　こうして見るように今年度のFD活動は学部、学部内委員会な

らびに経済学会とで重層的に実施された(実施されている)と言

える。

　経営学部では2018年度のFD活動として、(1)学修調査、(2)

非常勤講師懇談会、(3)FD研修会の主に3つを行った。 

　(1)の学修調査は経営学部学修調査特別委員会が実施した

ものであり、経営学部FD委員会はこの特別委員会と共同で

2019年2月の教授会において調査結果を報告した。調査は

2017年度に当時の4年次生を対象に実施したものである。こ

の結果を共有したことにより、現行のカリキュラムのメリット・

デメリット、教育・研究活動の成果と課題等に関する学部内で

の理解が深まった。また現在、カリキュラムの改正に向けて協

議中であるため、この調査結果は示唆に富むものであった。結

果の一部を紹介すると、経営学部で学んだことに8割程度の者

が満足しており、卒業後の進路先に9割以上の者が満足してい

た。また、学修に対する意欲を高く維持している者は、授業科

目の勉強やゼミでの学習に重点を置いている者の割合が大き

かった。学習意欲が低い者ほどそれらの割合は低く、さらに意

欲が低い者は一度も海外に行ったことがない割合や在学中に

法学部 FD 委員会委員長　菊池　和彦

法学部

経済学部 FD 委員会委員長　五嶋　陽子

経済学部

2018年度各学部等のFD活動について

経営学部 FD 委員会委員長　望月　耕太

経営学部
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検定試験・資格取得に挑戦したことがない割合が高かった。こ

れらの結果から、現在の本学部の教育活動は有効であると評

価できるが、学習意欲が低い者をいかに大学における学習に

参加させるかが課題といえる。 

　(2)の非常勤講師懇談会では、前学期は授業方法や学習評価を

テーマとした講演会、後学期は障がい学生をテーマにした研修

会を実施し、いずれも20名以上の参加者があった。前学期は本

学部の教員が話題提供を行ったが、後学期は教育支援センター

の協力を得ることにより教職協働によるFD活動となった。特

に後学期の懇談会は、質疑応答や研修会後の懇親会を通じて、教

員と職員が意見交換を行うことができ、今後本学で行うべき研

修の在り方や学生指導について考える機会となった。課題とし

て、参加者が固定化してきているため、多くの方に参加していた

だけるように対策を取る必要がある。 

　(3)の研修会は2018年7月に理学部と共催で開催し「コンプラ

イアンス教育・研究倫理教育」「発達障がいの理解と支援」「スト

レス対策」の3本立てで実施した。研修を通じて、教育・研究活動

を進めていく上で必要不可欠な事項を改めて確認する場となっ

た。課題として、内容が豊富だったため、予定されていた研修時

間をオーバーしたにも関わらず、一つ一つのテーマの内容がや

や薄くなってしまったことが挙げられる。 

　今後の本学のFD活動として、上記の活動の継続と共に、教育

活動の充実に向けたカリキュラムの改正や授業内容の改善に取

り組んでいきたい。また、今年度の活動方針に示していた授業

アンケートの組織的な活用に取り組めなかったため、来年度に

向け活用方法を考え、実施していきたい。 

　外国語学部では、例年通り学部共通の学修支援活動を展開し

たことにくわえ、以下、4 学科それぞれの特徴に応じたFD活動

を行った。 

＜英語英文学科＞ 

1．入学前指導 

　推薦入学者に対して実施している入学前課題の改訂を行った。

また、12月16日に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)昨年度完成したコース制（2014年度導入）を、ゼミの充実な

どの調整を行いながら実施した。(2)入学時の英語力の多様化

に応じて、基礎科目での習熟度別クラス編成を綿密に行った。

(3)2020年度実施予定の新カリキュラムの策定作業を行った。 

3．教員の授業改善に関する取り組み 

　(1)12月1日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、カリキュラムの再確認を全体会で行った。科

目別分科会では、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)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、教育方

法の向上を目指し、12月16日に第22回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17日に第18回英語スピーチコンテスト、在学生による

シェイクスピア劇の上演を実施した。(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。 

＜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)授業改善と2020年のカリキュラム改訂に向けて検討を

続けた。(3)1月28日に非常勤講師との懇談会を開催し、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28日にスペイン語スピーチコンテストを実施した。

(2)11月23日～12月1日の日程で、インターナショナルウィー

ク2018スペイン及び外国語学部文化ウィークを開催し、スペイ

ン語劇Fuenteovejunaの上演、スペインに関する学術講演会、

フラメンコとギターのコンサート、食やスポーツの体験、学生の

企画運営によるスペイン語caféと一連のイベントを実施した。

(3)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。(4)Spanish Expressを活用してスペイン語学修支

援を続けた。(5)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併せて、授業の改善及び2020

年度より実施予定の新カリキュラムについて協議を重ねた。

(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 

　学生主体の学習活動として、以下の行事・活動を行った。社会貢

献講座（「連続上映会「映画から見た中華文化圏と東南アジア」」）、

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、北京、香港等）、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：就職懇談会、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4回）を開催した。 

＜国際文化交流学科＞ 

1．専任教員と非常勤講師との会議 

　(1)英語部会では2月15日に開催し、専任教員2名でListening

とReadingの指導に関するワークショップを開き、アンケート

評価の高い非常勤講師による模擬授業を行った。(2)地域言語部

会は、言語別（フランス語：2月14日、韓国語：12月1日、ロシア語：

2月8日、ドイツ語：年2月8日）に開催し、それぞれ来年度の新授

業体制、2020年度以降における共通教養・外国語教育のあり方

について情報交換した。(3)人文部会では７月21日に開催し、学

科専門科目及び共通教養科目について、授業での工夫、学生の資

質等々について意見交換を行った。 

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 

　学科科目受講アンケート（1、3年次対象）を12月に行い、必修

科目時間割の調整や、学生が関心をもつ科目の新学部への設置

など、カリキュラム編成の参考とした。 

外国語学部 FD 委員会委員長　松本　和也

外国語学部
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3．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、異文化交流フェスタ

「Cultural Exchange is Chids's Play（世界のこどもの遊び）」（10

月16日）及び「Festivalo de Lingvo（言語の祭典）」（11月22日）

を開催した。 

　最後に、外国語学部では、2020年4月に大きな組織改編を控

えている。以上の各学科ごとの実践をふまえ、さまざまな学生

支援も含め、今後も有意なFD活動を進めていきたい。 

　人間科学部では昨年度、教職課程の再課程認定への対応を行っ

た。これは、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

る必要があったためである。今回の再課程認定の背景には、2015

年の中央教育審議会による答申において、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・保証などといった提言がなされたことがある

が、こ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。このため、人間科学部では、

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い、

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。 

　そこで、今年度のFD活動では主に大学院における3つのポリ

シー、入試方針、カリキュラム等の見直しを行った。とりわけ、大

学院人間科学研究領域ではこれまで応用実験心理学分野、スポー

ツ健康科学分野、地域社会学分野の3つの分野がそれぞれ独自の

教育研究上の目的やアドミッション・ポリシーのもとで教育研究

を行ってきた。しかし、本研究科の教育目標である「人と社会に対

する柔軟で幅広い視野と主体的かつ総合的な判断力を持って、学

際的な視点から社会に新しい価値を提案し、それを実現できる能

力を身につけさせること」を具現化するためには、３つの分野で

共通となる教育研究上の目的やアドミッション・ポリシーを策定

することが重要と考え、これらの見直しを行った。 

　一方、臨床心理分野では，公認心理師への対応を中心に検討を

行った。公認心理師については他大学が先行しており、その影響

のためか近年、臨床心理分野の志願者数が減少傾向にある。こう

したことを踏まえ、2020年度を目標に、学部（心理発達コース）に

おけるカリキュラムの見直しも含め、公認心理師への対応につい

て議論がなされた。

　理学部においては、恒例の湘南ひらつかキャンパス（SHC）理

学部・経営学部の合同歓迎会で新年度が開始された。FD委員会

として4月教授会では、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を選定し、各学科への検討依頼

を行った。7月には年2回開催している理学部・経営学部合同の

FD研修会の第1回目を両教授会の前に開催した。研修会では、

コンプライアンス教育・研究倫理教育、「発達障がい」の理解と支

援、ストレスチェックの見方とストレス対策について各専門部

署の担当者に講演していただいた。9月にSHCにおける初動訓

練及び防火・防災訓練を通じて、教職員の安全意識の向上を行っ

た。11月には理学部・経営学部の両教授会の開催前に第2回目の

合同FD研修会を開催し、ハラスメントの関わる講演会を行った。

12月の教授会では、2018年度の理学部の学修状況調査報告書

を説明し議論した。理学部の調査結果によると、成績データを

GPAで分類し、１年次では上位クラスの入学時の納得度と興味

の関心の一致度が好成績につながり、3年次では教員の影響が好

成績につながっていることが示された。12月にはプレ神大ミー

ティングを開催した。

　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理学談話会や理

学部主催の夏休み子供向けの科学教室がある。今年の談話会は

4月から12月まで6回開催された。初回に化学情報協会の上野

京子氏が講演し、以降理学部教員と博士課程の大学院生も話題

提供を行った。理学部全分野の教員が参加することで、教員と

学生にサイエンスを学問していることへの良い意識づけとなっ

ている。また、夏休み子供向け科学教室としては、ひとつは科

研費「ひらめき☆ときめきサイエンス」が各地から参加者を応

募で募り毎年開催されている。また、このほかに地元の公民館

などから依頼されるものがあり、今年は地元からの依頼で小学

校の高学年の生徒が大磯から約40人、平塚市西部地区6公民館

の合同で親子約200人が参加し科学実験を楽しんだ。これは、

以前は「一日神大生」などとして地元子供達を受け入れてきた

もので大きな地域貢献となっている。理学部及びSHC独自の

国際交流の一環として、毎年国立台湾大学の学生を受け入れて

化学国際交流を進めてきたが、今年は台湾側の都合でお休みし、

そのかわり、6月にタイのランシット大学から14名の学部生を

受け入れた。年明け、3月に平塚シンポジウム、そして非常勤講

師との交歓会と経営学部・理学部合同の退職教員の講演会と異

動教職員を送る会を１日のスケジュールで行い今年度も終わる。

1．活動計画

　工学部では今年度の活動計画を策定するにあたり、FD・学

生支援推進委員会が発行しているFDニュースレターNo.22

（2108.03）に掲載されている「2017年度各学部等のFD活動に

ついて」を参考として各学部の取り組みについて調査した。調

査結果を踏まえ、工学部のこれまでのFD活動を振り返り、今年

度の活動について各学科・教室より忌憚のない意見やご提案を

いただいた。

　例えば、(1)建築学科からは、卒業生が技術者として国際的に

活躍できるようJABEE認定の卒業生を送り出している観点から、

模範授業をこれまで通り行うのがよいという提案があった。こ

の提案については物質生命化学科等複数の学科からも継続が望

ましいとの意見があった。(2)情報システム創成学科からは、カ

リキュラムを運用面で改善していくため、シラバスのカリキュ

ラム体系図に従い、各講義間で不足している知識や技術の有無

人間科学部 FD 委員会委員長　松本　安生

人間科学部

理学部 FD 委員会委員長　加部　義夫

理学部

工学部 FD 委員会委員長　島　　健

工学部
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についてdotCampusを用いて学生からアンケートをとってい

るという報告があった。(3)経営工学科や電気電子情報工学科

からはFDにより効果のあった講義の方法、教材などを教員が

共有できるようザイトス上でライブラリ化してはどうかという

提案があった。

　これらの意見やご提案を踏まえ、工学部FD委員会の実施計

画を以下のように定めた。模範授業については全学科・教室で

今年度も実施する。(2)については、情報システム創成学科での

実施内容の詳細情報を基に、各学科で実施について検討する。

(3)については、ザイトス上に工学部FD関連のフォルダを作成

し、その内容を各学科・教室で管理し、工学部教員による閲覧を

許可するような仕組みを作ることとした。

２．活動報告

　各学科1名あるいは2名の先生が模範授業を担当された※。

授業では、参加された先生にご意見を頂戴するため簡単なアン

ケートを行った。アンケートは学科によってその内容は異なっ

ており、「ご意見はありますか」という学科もあれば、「参考になっ

た点」、「気づいた点」をお聞きする学科、より詳細に「授業の進

め方」「口頭説明」「板書あるいはスライド構成」「学生の集中度」

「その他気づかれた点」といった項目ごとにそれぞれ「参考になっ

たか」、「どちらでもない」、「参考にならなかった」により評価し、

さらに自由意見を求めるものなどがあった。これらの参考意見

の中で、学部の多くの先生方に参考になると思われるご意見は

工学部FD関連フォルダ内に保存し、先生方の閲覧に供してい

る。例えば「英語による授業に関しては、今回は受講生が30名

程度であったが、受講生の数が100名を超えたとき授業が成立

するかという課題があると思われる。」とか「1級建築士の問題

を紹介することで、モチベーションが下がらないように工夫さ

れている」とか「講義内容と教科書がリンクしているので、予

習復習がしやすそうに感じた」とか「学生の近くまで行き、問

いかけるなどしており、授業に対して気が抜けないようになっ

ている」とか「学生と教員の双方向の授業となるように、授業

の最後に時間をとって、授業時間内に終わるレポートを出題し、

学生に考えさせている」とか「dotCampusで配布した資料に基

づいて講義しているので、板書が比較的少なく、学生は講義に

集中できる」とか「学生は、○○の仕組み全体の流れを理解す

ることが求められるが、たぶん記憶しようとする。それも必要

だが、【何故】【どのように】ということを考えるように仕向ける

ともっと良いように思う」といった種々な視点からの有益な意

見をいただくことができた。

　カリキュラム体系図に従い各講義間の連携を密にすること

で学生の理解度向上に役立てるという試みに関しては、各学科・

教室に持ち帰り検討した結果、いくつかの学科では、3年次の

専門科目の分野が扇状地のように広がりを持っているため簡

単ではないとの指摘があり、今年度他学科・教室への広がりは

見られなかった。

※模範授業実施報告の詳細は工学部FD関連のフォルダに記録

した。

　大学院学務委員会では、大学院受験生のためのトライアルコー

ス（体験講義）が平成29年度の実施を最後に廃止されたことを

受け、大学院受験生増加のための新たな施策として、一部の研

究科で自主的に行われていた秋の大学院入試説明会を他の研究

科においても実施することとした。そのための特別予算を大学

院学務委員会において編成し、平成30年度には経済学研究科、

歴史民俗資料学研究科、人間科学研究科、経営学研究科の4研究

科において秋の大学院入試説明会が開催された。 

　経済学研究科の大学院入試説明会は平成30年11月17日（土）

に実施され、4名の参加があった。本説明会では、入学試験情報

の提供と解説を行い、同研究科のコース、分野、教員等について

紹介した。その後、大学院生研究室、総合資料室、講義室、図書

館、教員研究室等を見学し、通常の授業の様子を説明した。また、

教員と大学院生による個別相談も行われた。 

　歴史民俗資料学研究科の大学院入試説明会は平成30年12月

1日（土）に実施され、5名の参加があった。本説明会では、入学

試験情報の提供と解説、研究科の紹介、学内施設の見学を行っ

た。さらに、50分の体験授業を開講し、教員と大学院生に入試

や授業について個別に相談する機会も設けた。 

　人間科学研究科の大学院入試説明会は歴史民俗資料学研究科

と同じ平成30年12月１日（土）に実施され、７名の参加があった。

研究科と各研究領域について説明した後、教員による個別相談

を行った。 

　経営学研究科の大学院入試説明会は平成30年11月23日（金）

に実施されたが、残念ながら参加者はいなかった。上記の3研究

科が横浜キャンパスで土曜日に説明会を開催していたのに対し、

経営学研究科の入試説明会は湘南ひらつかキャンパスで祝日に

開催された。日時や場所によるアクセスの難しさが参加者を遠

ざけたのかもしれない。 

　また、複数の研究科が同日に同じキャンパスで入試説明会を

行えば、より多くの参加者が見込めたかもしれない。参加者に

とっても、複数の研究科から情報提供を受けることができると

いうメリットがある。来年度の実施にあたっては開催日時や開

催場所の統一が課題のひとつであるといえる。 

　入試説明会に加えて、例年通りに大学院生アンケート（学習環

境満足度調査）も実施された。大学院生アンケートは隔年で実

施されており、平成31年度の学務委員会で本年度に実施された

アンケートの結果についての検討を行う。 

大学院学務委員会委員　前原　吾朗

大学院
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ベストティーチャー（1 名）

グッドティーチャー（2 名）

ボサール　アントワーヌ　理学部 准教授

●英語教材を毎年作成し、英語による授業を行い、情報科学の分野
について理解、自己表現できる英語力の習得に尽力

●この教育方法は、交換留学生の受入など本学の国際化対応にも
貢献

●ハイブリッドロケットの開発・設計・制作の指導を通じて、本学の
カリキュラム・ポリシーに掲げる「真の実学」を体現

● 2014年の初打ち上げから、現在に至るまで高度記録の更新・機体
の完全回収の樹立を短期間に実現

●ロケットは一部除き、すべて学生の手によるものであり、幾多の
トラブルに直面しながらも、挑戦し、困難を乗り越える姿勢を培
う教育を学生に実施

髙野　敦　工学部 准教授

矢島　幸信　工学部 教授

●アニメーションを作成し、授業の教材として利用するという、今
までにない手法を教育に導入し、学生の学習意欲の向上

●作品の一部は英語版も作成されており、留学生にとっても重要な
教育コンテンツとなっている。

●「制作アニメ」は、本学公式 YouTube、工学部数学教室のHP等
を通じて学内外、国外などグローバルな学びに貢献

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8回目を迎えます。
　2018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、2名のグッドティーチャーが
選ばれ、2019年1月25日（金）の評議会終了後に多くの方々が集まる中、表彰式及び懇親会が盛大に行われました。

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賞に選ばれた先生方は、教育貢献の取組について授業等を公開することになっています。
2018 年度に受賞された先生方については、2019年度開講科目を対象に公開します。多くの学生、教職員のみなさまに聴講いただ
くことができるよう 2019 年 4 月以降に大学のホームページに案内予定です。
また、2014 年度から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。
詳しくは  https://www.kanagawa-u.ac.jp/news/details_18069.html をご覧ください。

『2018年度 神奈川大学教育貢献表彰』が行われました

ベストティーチャー賞を受賞してのコメント
　この度は、このような素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。思い返しますと、7～8年位前に「あっ、数学っ
ていうのは役に立たないものなんだ」と気付きました。ただし、それは知識としてはです。一方で「誰にでも数学的な考え方
は役に立つ」と感じました。それを少しでも多くの若人に伝えようと思いました。当初、本学の高校生公開講座で『人生にな
ぜ数学が必要か』という堅いタイトルをつけたため、少数の生徒しか集まりませんでした。それでも「数学は嫌いだけど興味
を持った」、「数学を好きになりたい」 などの意見があり、是非何とかしたい！と思いました。ちょうどその頃、ノリの良い新
入生クラスを受け持ち、このクラスの学生をもっと喜ばせたいとも思っていました。そんな折に、アニメーターとの出会い
があり、ある意味自然な成り行きで「アニメを導入しよう！」と決めました。その後、『数学が嫌いな人ほどドキドキする数学』
とタイトルを変えたところ、抽選が必要なほど多くの学生が集まりました。県の共同事業でアニメ制作ができるようになり、
現在もアニメ制作を続けております。とりわけ線形代数学のアニメは最も好評です。アニメの様なある意味大衆的なものを、
学問の教育と研究の場に持ち込むことに懸念がありましたが、今回の賞をいただいたことで、その懸念はかなり払拭でき、非
常に感謝しております。私の作った作品は本学の公式YouTubeチャンネルにアップされており、誰でも自由に見られます。
それまでには実に多くの方々に支えられました。私もあと一年で定年になりますが、できれば最後の一年を飾るに相応しい
アニメ作品を作りたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。

工学部 教授　矢島　幸信
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　Ⅰ. FD 活動

1.「2018年度　教育改善のための学生による
　　　　 授業アンケート」の実施

対象科目：履修要覧（シラバス）に掲載されているすべて
　　　　　の学部学科の開講科目
実施期間：前学期　2018年 6月30日（土）～7月13日（金）
　　　　  後学期　2018年12月11日（火）～2019年1月7日（月）
　科目ごとの各調査項目の回答を集計し、各担当教員に
提供した。アンケート集計結果は、全学、各学部学科及び
教育実施組織ごとに集計し図表化した。

2. 「2018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　
　今回の調査では、｢キャリア・アプローチ｣（3年次対象）
に回答した学生を1年次の成績（GPA）別に上位・中位・下
位に分類し、①批判的思考力 ②大学納得度（大学教育へ
の満足度） ③目標・カリキュラム・授業内容の理解度（役
立ち度） ④学部・学科のお勧め度の特徴を分析した。さ
らに2年次の成績（GPA）との変化値を算出し、上位20％
｢UP｣、下位20％ ｢DOWN｣、残り60％を ｢KEEP（上位）
30％｣、「KEEP（中下位）30％｣とし、①能力の強み、②大
学教育への満足度、③授業内容の役立ち度、④協調的問題
解決力、⑤成長感、⑥進路に対する意識・行動、⑦卒業後の
進路（希望）、⑧学部・学科のお勧め度の特徴を分析した。

3. FD 研修会の実施
（1） 4/2（月）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 25 名

（2） 7/4（水）第１回FD研修会
　 「著作権法改正が大学教育に与える影響」

　　 大学院法務研究科教授　中村　壽宏
　　　　　　　　　　　　　 （私立大学情報教育協会委員）
　 ［参加者数］本学教員 33 名・本学職員 19 名、
　　　　　 　 教務技術職員 1 名、学外 12 名　合計65名

（3） 英語による授業実施のための FD 研修会
　12/1（土）【ベーシック】［参加者数］　4 名（教育職員）
　2/14（木）【アドバンス】［参加者数］　3 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
　　　 （英語ネイティブ講師）

［共催］教育支援センター、国際センター

（4） 12/8（土）第4回ヨコハマFDフォーラム
「アクティブ・ラーニングは大学教育をどう変えたのか？
　―学生のホンネ、教員のホンネ―」
［内容］：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
について議論・検討。

［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］72 名

4. 学生のFD活動
（1） 8/28（火）、8/29（水）学生 FD サミット2018 夏

「壊して作れ !! ～やる気と無気力の壁～」
［会場］京都光華女子大学
［主催］2018 学生 FD サミット in 京都光華 実行委員会
［参加者］学生ＵＤ委員会 学生スタッフ 13（11）名、
　　　　  職員 1 名
＊（　）内は大学で交通費・宿泊費を補助した人数

（2） 12/8（土）第 4 回ヨコハマ FD フォーラム
［会場］横浜市立大学　金沢八景キャンパス
［参加者］学生ＵＤ委員会　学生スタッフ 2 名（登壇者）

（3） 12/19（水）学生 UD 委員会主催
　　　　　　　  「第 4 回神大トークセッション」
［会場］横浜キャンパス 3 号館 KU スクエア
［参加者］16 名（教員 2 名、職員 2 名、学生 12 名）

（4） 3/21（木）・3/22（金）学生FDサミット2019春
　「縁結び～学生FD次へのステップへ～」
［会場］島根県立大学出雲キャンパス
［主催］島根県立大学出雲キャンパス“学生 FD ～縁～

［参加者］学生UD委員会　学生スタッフ9（4）名、
　　　　教職員2名
＊（　）内は大学で交通費・宿泊費を補助した人数

5. 他大学との FD 連携
5/31（木）横浜４大学合同会議、2018年度第1回４大学

FD合同連絡会議
10/25（木）横浜4大学によるFD活動の連携に関する包括

協定書に基づくSD連携若手職員研修会
　その他全国私立大学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

　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（水）～4/13（金）　
［開催場所］〔横浜〕3 号館 1 階ラーニングエリア
　　　　　  〔平塚〕 8 号館 KU スクエア

［横浜］学生スタッフ  30（35）名、相談件数  723（1,060）名
［平塚］学生スタッフ  48（30）名、相談件数  305（380）名
 ＊（　）内は前年度実績

2018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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　2. 横浜キャンパス「春のサークルフェス」の開催
 学生 UD 委員会主催による新入生勧誘イベント
［開催期間］4/16（月）～ 4/20 日（金）
［開催場所］横浜キャンパス 3 号館 1 階ラーニングエリア
［参加団体］11 団体
［来場者数］91名

3. 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　114（100）名
　相談件数　1,027（669）件

［平塚］学習相談利用者数　39（46）名
　相談件数　376（431）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」

9/19（水）、9/20（木）
（3） 学習相談に関する情報交換会の実施

［前学期］8/1（水）　［後学期］2/12（火）

４．外国人講師による授業（クラス英語）の受け方レッスン実施
　　（対象：新入生）

［開催日時］ 4/23（月）、4/25（水）
［開催場所］ 横浜キャンパス 3 号館 204 講義室
［参加者数］ 14名

5. 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　74（95）件、後学期　55（84）件
＊（　）内は前年度実績

（2） 1/10（木）経営学部非常勤懇談会研修会
　「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―」
　［講師］湘南ひらつかキャンパス 11 号館第 2 会議室
　［参加者］25 名

6. 学生ボランティア活動の主な支援
●6/12（火）横浜市「大学・都市パートナーシップ協議
会代表者会議」 ●6/29（金）神大マルシェ※ ●8/2（木）
六神祭※ ●12/6（木）よこはま地域福祉フォーラム 
●9/1（土）～30（日）お年寄りにやさしい街六角橋｢オレ
ンジプロジェクト｣※ ●12/14（金）キャンドルナイト※
●12/17（月）横浜市長との「ぬくもりトーク」 ●広報誌

「Your Field vol.16」の発行
※まち×学生プロジェクト

7. その他
（１）12/15（土）・12/16（日）プレ神大生ミーティングの開催
［対象］2019年度 AO・各種推薦等入学予定者
［実施学部学科等］

12/15（土）［平塚］
経営学部国際経営学科、
理学部全学科・プログラム

12/16（日）［横浜］
　外国語学部英語英文学科、
　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419名（横浜237名　平塚182名）、

保護者 210 名（横浜 105 名　平塚 105 名）

　2018年12月17日(月)、「地元地域と学生との交流で顔の見え
る関係を」をテーマに横浜キャンパスにて横浜市の林文子市長を
お招きして「ぬくもりトーク」が開催されました。
  学生ボランティア活動支援室の学生スタッフが六角橋自治連合
会会長の森勤氏、六角橋地域ケアプラザ地域交流コーディネーター
の原島隆行氏とともに「まち×学生プロジェクト」のこれまでの
活動について報告しました。
 　「卒業しても住み続けたいまちづくり」をコンセプトとした「ま
ち×学生プロジェクト」の発足の経緯や「六神祭」「神大マルシェ」

「オレンジプロジェクト」「キャンドルナイト」などの主な活動につ

横浜市長との「ぬくもりトーク」が開催されました

いて学生スタッフと地域のお二人から報告されました。
　その後の意見交換で林市長は、大学生と話す機会が得られたこ
とに喜んでおられ、「まちに大学がある」恵まれた環境を活かした
世代を超えた地域交流に繋がる本プロジェクトは素晴らしいと評
価していただきました。また歴史と趣のある六角橋商店街には外
国人観光客を呼び込むことにも関心を示されていました。
　最後には、林市長を囲んで全員で記念撮影して終了となりました。
活動報告した学生代表の小倉勝十さん(経済学科3年次)は、「林市
長にお会いして自分たちの活動を直接紹介することができて嬉し
かった」とコメントしました。

　本活動をお伺いし、地域のパワーと学生の力が掛け合わさり、充実した活動を展
開されており、大変感銘を受けました。皆さんは、地域の方の顔と顔を繋ぐ、様々な
活動に取り組んでおり、地域にとってかけがえのない存在になっていると思います。
　私は、横浜市を「学生を大切にして地域で育てるまち」にしていきたいと考えてい
ます。「まち×学生プロジェクト」はまさに、地域や学生、地域ケアプラザなどが広
く連携し、多くの人材が様々なジャンルで活躍する理想的なものになっていると感
じました。また、お互いが学び合い、刺激を受けて良い関係を築けていると思います。
　本活動により、地域と学生が持続的に顔と顔、そして、心と心が繋がっていける
ことは、大変尊いものであり、ぜひ今後もこの活動を続けてほしいです。
　本日は、ありがとうございました。

林横浜市長のコメント
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2018年4月～2019年1月　「KUスクエア」学習相談活動実績 集計

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 10 13 11 0 34
数学 0 23 52 0 75

文章表現 15 0 34 0 49

経済学部 英語 28 77 24 1 130
数学 40 21 6 3 70

文章表現 9 44 4 25 82

外国語学部 英語 7 38 0 10 55
数学 4 4 0 0 8

文章表現 0 13 0 1 14

人間科学部 英語 1 6 2 0 9
数学 0 0 1 0 1

文章表現 4 0 0 0 4

工学部 英語 49 24 24 0 97
数学 242 19 66 1 328

文章表現 48 0 23 0 71

英語　　計 95 158 61 11 325

数学　　計 286 67 125 4 482

文章表現　　計 76 57 61 26 220

横浜キャンパス　 計 457 282 247 41 1027 62 22 24 6 114

298 178 141 52 669 48 24 19 9 100

経営学部 英語 7 0 0 22 29
数学 0 0 1 0 1

文章表現 9 4 21 16 50

理学部 英語 44 7 3 50 104
数学 86 0 20 4 110

文章表現 14 28 16 24 82

英語　　計 51 7 3 72 133

数学　　計 86 21 4 111

文章表現　　計 23 32 37 40 132

湘南ひらつかキャンパス 計 160 39 61 116 376 22 4 4 9 39

116 115 91 109 431 18 6 15 7 46

617 321 308 157 1403 84 26 28 15 153

414 293 232 161 1100 66 30 34 16 146

学部 教科
学部学科別 件数 相談者数

6 4 6 0 16

4 4 3 11

19 6 5 2 32

31 6 11 1 49

2 2 2 6

6 24

湘南ひらつかｷｬﾝﾊﾟｽ 2017年度 計

横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ 2017年度 計

9 2 1 3 15

合　計

2017年度　合計

13 2 3

　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。今回は各教科に別れ、各教科にみられる相談学生の

傾向とその指導方法や課題、今後の学習相談のあり方等につ

いて意見交換が行われました。

　 日　時：2019年 2 月12 日（火）  15:00 ～ 17:00
　 場　所：横浜キャンパス 1 号館 804 会議室
　 参　加：23 名（相談員 9 名、教員 7 名、職員 7 名）

　教育支援センターでは、2012年度の開設から、大学での学修に必要な基礎学力を補うためや、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。

●主な情報交換会内容

【英語】

　　前学期から後学期に継続して来課する学生が減少傾向で

ある。これは、相談者とのコミュニケーション（関わる回数）

が限定的であることが要因だと感じるため、宿題等を相談者

へ課して、相談者が継続して来課するよう工夫している。

　　相談者の多くは推薦入試での入学者、相談内容は初級レベ

ルであり、基礎学習が不足している（英語の学び方は中・高

等学校で学ぶべきである）。相談者の来室事由に大きな違い

はないが、英語に対する苦手意識に差があるため、まずは苦

手意識を取り除くことが重要である。また、難しい内容から

取り組み、英語の学習を挫折する相談者が多いため、基礎学

習を促す指導をしている。

　　総じて、学生の勉強量不足と曖昧な目標設定が課題であり、

学ぶための環境づくりを検討していかなくてはならない。

【数学】
　　文系の学生からは、公務員試験対策や経済・経営学部で使

用される数学に関する質問が多く、理工系の学生の質問内容

は「微分・積分」「線形代数」が中心である。なかには高校

時代に「数学Ⅲ」が未履修で入学してくる学生もいるが、大

学生になった今、高校課程の「数学Ⅲ」から復習しなおして

いては、現在進行している大学の授業内容についていけなく

なってしまう。「高校の復習をする場」という周知ではなく

「今、困っている問題を気軽に相談できる場」として周知し、

今困っていることを解決する中で、高校時代も復習も織り交

ぜていく方が望ましい。

　　また、推薦入試で入学してくる学生の場合、高校時代の評

定平均値が高くても、イコールで演習問題が解ける能力が高

いとは言えない。大学側が、高校での成績のつけ方や、進路

指導における考え方の違いを理解することも必要である。

【文章表現】
　　相談者が抱えている課題は「文章が書けない」というだけ

ではなく、様々である。「こういうやり方で」という決まりを

設けず、相談者によって対応を変えながら指導している。相

談者の中には、特性により予定管理が苦手な学生もいるため、

課題の締切日を連絡することもある。外国人留学生からのレ

ポート・論文添削相談もある。

　　レポートの書き方（マニュアル、実例）が配布される授業

もあり、相談時に持参してくる学生も多い。相談員が指導す

る際にも非常に有益である。

　　学習の継続性を保つためには、より多くの機会を提供した

い。現在は、授業期間中のみの開室だが、補講や定期試験期

間中の相談要望もあるため、柔軟に対応できれば有難い。

教育支援センターの学習相談状況

2018 年 4 月～ 2019 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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発行日：2019年3月31日

〔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

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）

　

　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｣を昨年度に引き続き開催しました。

　今回は本学学生・教職員(専任・非常勤) あわせて16名が参加し3つのグループに分かれて｢学生と教職員による

＜大学改善＞意見交換会～神大を誇れる大学にするために～｣をテーマにグループワークを行った。それぞれの立場

から「神大の良いところ、改善したいところ」とそれらの解決策について意見を挙げ、2015年開催の初回の意見と照

らし合わせることで、本学が取り組むべき課題を再考しました。

　神大を誇れる（良くする）大学にするためには、「学生らの大学内外のマナーを見つめ直す」、「大学から学生への情

報提供（様々な手続き冊子）を一元化して、分かりやすくする」、「大学の支援を学生がもっと活用する」等の意見が挙

がりました。参加した教職員からは「講義外での学生からの生の声が聴ける機会は貴重である」、「学生との意見交換

ができて楽しい時間が過ごせた」、「理学部の学生も参加してくれたことから、両キャンパスにおいて大学を良くした

いと思う学生の声を拾い、実現に向けて行動していきたい」等の感想が寄せられ、今後の本学について考える好機と

なりました。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。

●日 　 時：2018年12月19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：16名（教員2名、職員2名、学生12 名）※昨年度15名

●主 　 催：学生UD委員会

●テ ー マ：「学生と教職員による＜大学改善＞意見交換会
　　　　　　　～神大を誇れる大学にするために～」

●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

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～
（2018 年 12 月 19 日（水）開催：横浜キャンパス教育支援センター「KU スクエア」）

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
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