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きた時期と位置づけられるでしょうか。NEWS LETTERに掲載さ

れたFD研修会のテーマやセンターが関わる企画名からもそのこと

がうかがえます。「授業アンケートからFYSを考える」、「学修に困難

を抱える学生の教育を考える」、「地域連携による体験学習」などの

FD研修会、「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」、「聴覚障がい者へのサポートとしてのノートテイ

ク講習会」などの主催に加えて、新入生なんでも相談窓口「アスクカ

ウンター」や「まち×学生プロジェクト」企画への支援などです。

　特に、学修に困難を抱える学生や聴覚障がい学生への対応は、まさ

に今現在も対応を迫られている喫緊の課題です。加えて、今年度はじ

めて正式に学生がFDに参画する「学生FD懇談会」についても、すで

に「神大トークセッション」というかたちで導入されていたことが分

かります。本学が今年度の当番校となっている「ヨコハマ4大学FD

フォーラム」において企画しているテーマに関しても、「地域連携によ

る体験学習」の研修会にその関連性が見て取れます。

　このようにNEWS LETTERからこれまでの活動を振り返って

みるだけでも、本センターが今現在において対応を迫られている

課題や計画している活動に関して、既にこれまでの先達による積

み重ねがなされてきたことが分かります。わたしは2年前のNEWS 

LETTER No.20に「現場の足下を掘り下げるFD活動」という小文

を寄せましたが、まさに本センターにとっても、これからの活動を

考えるにあたって、まずは自らの足下を掘り下げることからはじめ

る必要性を実感しているところです。

　2012年4月に教育支援センターが開設されて以来、今年度で8年

目を迎えます。これまで立ち上げと運営に関わってこられた教職員

の方々の尽力により、現在では多方面にわたる活動が広く展開され

る基盤が整えられてきました。ここでは、教育支援センター所長就

任にあたり、年3回発行されてきたNo.25までのNEWS LETTER

から、これまでの活動を簡単に振り返ることで、今後を考えるひと

つの手がかりとしたいと思います。

　センター開設に先立つ2010年発行の創刊号からNo.5までは、

2008年に発足した「FD全学委員会」での活動が報告されています。

例えば、2010年度にSA（スチューデント・アシスタント）が導入さ

れた初年度は34名だったSAが、2018年度資料では488名にまで

増加していることも分かります。No.2で報告されている2009年度

「学生生活実態調査」では、学生側からみた大学施設設備や学修支援

体制に関する調査項目が見受けられます。これは、現在対応が求め

られている学生が参画するFD活動の先駆け的取り組みとも考えら

れるでしょう。

　2012年度にセンターが開設された際のNo.6では、本センターが

担う使命を当初からFD活動とKUスクエアを中心とする学生支援

の2つの活動に整理していることが見て取れます。特に、FDに加え

て、障がいを抱える学生への教育支援や学生のボランティア活動支

援、元高校教員による学習相談など、今日におけるセンターの活動

の基礎が既にこの時期から始まっています。

　その後は、2つの活動を軸にした基礎の上に活動を充実化させて
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(5)個別授業科目データは、教員所属学部及び各教育実施組織※に

提供し、それらの組織において、教育内容・方法の組織的改善活

動のためのみに活用する。

(6)アンケート集計分析結果については、自己点検・評価及びIR

（Institutional Research）活動にも活用する。

(7)個別授業科目データは、教育貢献表彰制度の選定の際、参考と

することができる。

※ 学修進路支援委員会、共通教養教育推進委員会、FD・学生支援推進委員会

6．実施時期
　実施日は、原則として13週目の授業日とし、12週目の授業日を

予備日とする。

　なお、やむを得ない事由（休講等）がある場合には、この限りでは

なく、「実施票」に希望日を記入するものとする。

7．アンケート実施及び用紙の回収
(1)教員は指定された場所でアンケート用紙を受け取り、封筒に

記入されている「授業科目名、教員名、曜日・時限」を確認し、

講義室で学生に配付する。

(2)教員から指名された学生は、アンケート用紙を回収し、その場

で封をする。教員は指名した学生とともに、アンケート用紙を

指定された場所に届ける。

　本学では、学生による授業に関するアンケートを隔年で全学的

に実施しています（FYSのみ毎年実施）。2018年度の授業アン

ケートは9回目の実施となりました。前回からは記名式において

実施しています。

　各教育組織におかれましては、今回の結果について今後の教育

改善へのご活用をお願いします。FD・学生支援推進委員会では、

今後とも本アンケート結果の組織的・系統的な活用状況を集約し、

情報の共有化を進め、教育改善の継続的な促進に取り組みます。

　最後に今回のアンケート実施にご協力いただきました学生、教

職員の皆様に心より感謝申し上げます。　　　
教育支援センター

１．目的
　本アンケートは、全学的な組織的教育改善に向けて、学生の授業

に対する取り組みや捉え方を理解する資料を収集し、各々の教員

及び組織に授業を改善する機会を提供することを目的とする。

２．実施対象
(1)原則として、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を対象とする。

(2)ゼミナール、卒業研究、実験実習科目、集中講義科目、体育実技

科目、学外実習を伴う科目、履修登録者数10名未満の科目、そ

の他学生の匿名性が確保できない科目は対象外とする。但し、

これらの科目のうち、実施の必要性が認められるものは実施対

象とすることがある。

3．調査項目
(1) アンケートは、記名式（学部学科、学籍番号、氏名）とする。

学生には、成績評価との関係が一切ないことを周知する。

(2) アンケート項目は、大量のデータ処理を行うためにシンプル

なものとし、マークシート方式を基本とするが、学生が自由

に記述できる欄も設ける。

(3)「講義・演習用」と「FYS用」のアンケート用紙を別に作成する。

4．実施機関
　学修進路支援委員会の協力のもと、FD・学生支援推進委員会が

実施にあたる。

5．集計・分析結果のフィードバック
(1)科目ごとの各調査項目の回答を集計し、各担当教員に提供する。

但し、記名式により得られる個人情報は、連結可能匿名化して、

出席、成績及びその他データと組み合わせて分析することを目

的とし、各担当教員へのフィードバックは行わない。

(2)アンケート結果は、全学、各学部学科及び教育実施組織※ごと

に集計し、図表化する。なお、アンケート結果の組織的活用の

ため、各組織の要望に応じて、クロス集計等、データを加工し

て出力することとする。

(3) FD・学生支援推進委員会にて、委員長より集計及び分析の

結果について報告を行う。

(4)個別授業科目データは公開する。公開方法としては、従来どお

り本学教職員、非常勤講師及び学生に限り図書館で閲覧可能と

し、同データを各属性・項目で集計した結果報告書は、ホームぺー

ジ、「JINDAI Style」等で公表する。

　　　　　　　　　調査概要

　　　　　　　　　調査結果
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2018 年度「教育改善のための学生による授業アンケート」



3

FD News Letter   2019 Summer

主な集計・分析結果について

　2016年度に比べ「あまり読まなかった」割合がやや減少し、「だい

たい読んだ」割合が増加しているが、依然としておよそ4人に1人が

シラバスをきちんと読まずに履修を決めており、到達目標や授業計

画を理解せずに受講している状況であることがわかる。

　「学修目標上必要」という回答が前回より減少した一方、「先輩・友

人の勧め」「必修科目だから」という回答が増加しており、学修目的

や自らの興味・関心ではないところで履修を決める学生がやや増え

る傾向にある。

　時系列で比較すると、学修時間はどの年次でも年々増加傾向にあ

る。ただし、後述の「5 授業難易度」の設問で「とても難しい」「やや

難しい」とする回答が合わせて4割程度いるにも関わらず、週平均の

予習・復習時間は「30分未満」「全くしなかった」がそれぞれ30%を

超えており、依然として授業への事前事後の取り組みが不足してい

ることがうかがえる。

　半数以上が「適切」と回答しているものの、「とても難しかった」「難

しかった」を合わせると約4割おり、事前課題や学習相談等、内容に

応じたフォローアップが求められる。

　選択肢の一部に変更があったことも影響し、各学部で「そう思う」

が減少、「ややそう思う」や「どちらでもない」が増加しており、履修

充足度はやや低下している。学部別にみると「そう思う」の割合が最

も高いのは外国語学部で約45％、次いで人間科学部の約38%となっ

ている。

●グラフを見やすくするため、回答率 2％以上の数値を記載しています。
●前学期＋後学期を「全学期」と記載しています。

1．シラバス事前確認（全学期）

2．履修動機（全学期）（※複数回答可）

５．授業難易度（全学期）

6．この授業を履修して良かったと思うか（全学期）

4．週平均の予習・復習時間（全学期）

3．出席率（全学期）

◎学習時間の時系列比較

2018

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

よく読んだ
全く読まなかった

だいたい読んだ あまり読まなかった
無効・無回答

2016

55.5％

53.5％

20.6％

21.1％ 18.0％ 7.1％

16.5％ 7.1％

興味・関心

学修目標上必要

先輩・友人の勧め

容易そうだから

他に選択する科目がないから

必修科目だから

無回答

30.4％
31.2％

31.5％
34.7％

6.7％
5.8％

4.6％
4.4％

6.7％
6.7％

28.6％
26.8％

0.6％
0.5％

20162018

0％ 50％

2018

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2時間以上
30分未満

1～2時間未満 30分～1時間未満
全くしなかった

2016

30.3％

31.7％

11.4％

10.4％

23.8％

24.0％ 29.4％4.0％

30.1％3.9％

無効・無回答

湘南ひらつか横浜
3年次2年次

全学 1年次
4年次

2012前 2012後 2014前 2014後 2016前 2016後 2018前 2018後

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

平均値（ポイント）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

とても難しかった
やさしかった

難しかった 適切だった
とてもやさしかった

56.0％30.1％9.5％ 3.1％

無効・無回答

法学部

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

経済学部

外国語学部

人間科学部

理学部

39.4％44.4％ 11.7％

41.5％43.4％ 11.5％

44.2％42.0％ 12.6％

47.1％42.3％ 9.4％

工学部 33.2％58.4％

経営学部 46.5％40.4％ 11.2％

35.4％54.5％

毎回出席 1・2回欠席 3・4回欠席
5・6回欠席 半分程度出席 ほとんど出席しなかった
無効・無回答

8.4％

6.4％

そう思う ややそう思う どちらでもない
あまりそう思わない そう思わない 回答できない/該当しない
無効・無回答

31.4％
37.9％

31.7％
39.1％

35.1％
41.5％

38.2％
40.2％

33.7％
36.5％

28.4％
33.3％

44.7％
49.4％

法学部

経済学部

外国語学部

人間科学部

理学部

工学部

経営学部

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2.0%

※ 2018 年度は「回答できない / 該当しない」という選択肢無し
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　2018年度の結果からは、学修時間は若干の増加傾向の中、授業

に対しても毎回出席や1・2回欠席が大半を占めるなど、ほとんどの

学生が真面目に授業に取り組んでおり、また授業の改善点につい

ても7割近い学生が「特になし」と答えていることから、多くが一定

の満足度をもって授業を履修していることがわかる。

　一方で、「到達目標の明示」に関する設問では目標自体を意識で

きていない学生が散見され、また「到達目標の達成」に関する設問

で「どちらでもない」「回答できない」と回答する学生が少なくない。

高等教育に対しては「何を教えたか」から「何を学び、身に付けるこ

とができたのか」への転換が求められており、学修の目標と成果を

より学生に対して意識させるような仕組みや工夫が必要であろう。

　なお、IR推進課では、本アンケート結果のみならず、学内で実施

している各種統計や調査結果を用い、引き続き様々な角度から分

析を進め、教育改善に活用できるデータを提供してまいります。

（考察：経営政策部IR推進課）

9．授業の到達目標が明示されていたか（全学期）

10．到達目標を達成できたか（全学期）

11．授業前後の課題を適切に指示されたか（全学期）

7．この授業で良かったこと（全学期）（※複数回答可）

8．授業の改善が必要と思うこと（全学期）（※複数回答可）

わかりやすい説明

参加しやすい工夫

学ぶ楽しさを知った

新しい視点・知識

他科目の理解が深まった

興味深い内容

将来に役立つ

熱意を感じた

回答できない/該当しない

無回答

20162018

31.0％
30.2％

11.6％
14.5％

18.1％
21.7％
20.2％
19.9％

14.1％
15.7％

12.5％

0.7％
14.5％

4.7％
6.2％

30.4％
27.1％

4.6％
4.9％

0％ 50％

授業の速度

私語や入退室への対応

提出物の指示・対応

説明の声量・話し方

教材

特になし

回答できない/該当しない

無回答

0％ 50％ 100％

11.0％

4.1％

3.2％

8.9％

6.9％

67.1％

3.8％

1.0％

そう思う ややそう思う どちらでもない
あまりそう思わない そう思わない 回答できない/該当しない
無効・無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
法学部

経済学部

外国語学部

人間科学部

理学部

工学部

経営学部

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2.1%

2.0%

2.1%

2.3%

そう思う ややそう思う どちらでもない
あまりそう思わない そう思わない 回答できない/該当しない
無効・無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
法学部

経済学部

外国語学部

人間科学部

理学部

工学部

経営学部

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2018

2016

そう思う ややそう思う どちらでもない
あまりそう思わない そう思わない 回答できない/該当しない
無効・無回答

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

法学部

経済学部

外国語学部

人間科学部

理学部

工学部

経営学部

※2016年度は「回答できない/該当しない」という選択肢無し

　授業で良かったことについては「新しい視点・知識」を評価する回

答が増加し、「わかりやすい説明」と並んで3割以上が評価している。

一方、「参加しやすい工夫」は前回の14.5%から減少して11.6%、「学

ぶ楽しさを知った」は6.2％から4.7％へと減少した。

　いずれの学部においても「そう思う」が減少し、「どちらでもない」

が増加している。一方で、後述の「10 到達目標を達成できたか」に

ついては「そう思う」がいずれの学部でも増加しており、学生が「シ

ラバスにおける到達目標」をあまり意識していない現状がみてとれる。
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■日　　時：2019年 4月 10日（水）
　　　　　　16:30 ～17:45
■場　　所：湘南ひらつかキャンパス サーカムホール
■講　　師：東京都立中央ろう学校
　　　　　　特別支援部　牛嶋　文氏
■参加人数：60名
　　　　　　（専任教員54名　非常勤講師2名　事務職員4名）

日　時：2019 年 4 月 1 日 ( 月 )　14：15 ～ 16：00
場　所：横浜キャンパス 1 号館 1-308 会議室
参加者：35 名

第1回

日　時：2019 年 5 月 28 日 ( 水 )　15：30 ～ 17：30
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 2 会議室
参加者：22 名

第2回

FD News Letter   2019 Summer

　第2回 FD 研修会は新任教員にとって本学で教育を行っていく
なかで直結する内容をⅡ部構成で実施しました。第Ⅰ部では松
澤 和光教務部長から「本学の学修」をテーマに本学における教務
系の仕組みとして「①計画：学年暦、シラバス」「②運営：出欠管理、
授業進行」「③評価：期末試験、採点」を中心に説明がなされました。
第Ⅱ部では「本学の研究費」をテーマに近藤知子研究支援部次長
から、神奈川大学で使用
できる研究費として「学
内資金」「外部資金」につ
いて、学内の基本的な手
続きから研究倫理教育・
コンプライアンス教育等
について説明がなされ、
それぞれ理解を深めるこ
とができました。

　山本博史副学長から、神奈川大学の基本方針等及び学修進路を

テーマに講演が行われました。講演では学校法人神奈川大学将来

構想や神奈川大学の目的・理念など、以下の内容について説明が

なされました。また、後半は外部講師を招き、ハラスメントにつ

いての研修を実施しました。

　FD活動により教育改善を推進し、学生に対して魅力ある教育を提供することは、本学への帰属意識を醸成するとともに、学びと成長の

促進に繋がることから、本学の教育に対する責務を十分に果たすためFD活動の一環として、新任教員を対象にFD研修会を実施しました。

新任教員に対してのFD研修会は、昨年度まで4月1日の辞令交付後のみの開催でしたが、本学のFD活動について理解を深めていただく

とともに、本学での授業及び研究をスムーズにスタートしていただくことを目的として、今年度は全3回に渡りFD研修会を実施いたします。

新任教員対象FD研修会実施報告

　2019年度に湘南ひらつかキャンパスに聴覚障がいのある学生が入学したことを機会に、当該学生が感じる困難とそれに対

する合理的な配慮の提供について理解を深めるため湘南ひらつかキャンパスにおいて2019年度経営学部・理学部FD研修会「聴

覚障がい学生支援について」を行いました。

　研修会は、東京都立中央ろう学校の牛嶋先生を招き講演を行いました。講演には、当該学生も参加し、障がいの種別（伝音性難聴・

感音性難聴）・特徴及び耳の仕組みなど、聴覚障がい者への基礎理解・知識構築のための説明がされました。その後参加者は感音

性難聴の聞こえ方を理解するため、聞こえ方の段階別のシミュレーションの入ったDVDを視聴することで聴覚障がいのある学

生が授業を受ける困難さについて共通認識を持つことができました。次に講義を受ける際の聴覚障がいのある学生の感じる困難、

聴覚障がいのある学生支援の方法（＝情報保障の方法）、講義、ゼミ形式授業・討議における具体的留意点、ノートテイク、パソコ

ンテイクの方法について解説がされました。そして参加者は、イヤホンと音源で「聞こえない状況」を疑似的につくり、実際に一

人が聴覚障がいのある学生の役割を、もう一人がノートテイク役をする体験をしました。最後に当該学生より一般的な授業で

教員がよく使う言葉について、手話でどのように伝えてほしいのかの紹介がありました。

　障がい学生支援については、全教職員の理解と協力が必要となることから、事例を重ねつつ情報共有を行うため、今後も障が

い学生支援関連の研修会や意見交換会を継続して行うこととします。

2019年度　経営学部・理学部FD研修会を開催しました

●学校法人神奈川大学将来構想　●神奈川大学の目的・理念
●学士課程に関する基本方針（3つのポリシー）　
●その他各種方針　●認証評価及び自己点検・評価　
●内部質保証の方針　●教育貢献表彰制度　
●研究倫理、研究支援　●高大連携　
●共通教養系科目（FYS、外国語科目、共通テーマ科目等）
●成績評価　●進路（就職等）
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　横浜４大学（関東学院大学・横浜国立大学・横浜市立大学・神奈

川大学）によるFD合同連絡会議が2019年5月30日（木）本学横

浜キャンパスにて開催されました。

　去る2015年12月3日（木）、横浜3大学（関東学院大学・横浜国

立大学・神奈川大学）による｢FD活動の連携に関する包括協定｣

が締結され、翌年の2016年2月20日（土）、本学が主催校となり、

横浜キャンパスにて｢第1回ヨコハマFDフォーラム｣を開催しま

した。続いての第2回は、関東学院大学が主催校となり2017年2

月20日（月）に開催され、その際に横浜市立大学を加えた横浜4大

学による｢FD活動の連携に関する包括協定｣があらためて締結

され、教学運営に関わるSD活動も含めて連携することになりま

した。

　第3・4回は、順番に横浜国立大学、横浜市立大学が主催校とな

り、これまで計4回のヨコハマFDフォーラムが以下のとおり開

催されています。

　今回の横浜4大学 FD 合同連絡会議は、一巡して本学が主催校
となる次回ヨコハマFDフォーラムの全体テーマを協議して決定
すること、及び各大学のFD活動の実施状況を相互に共有して各
大学のFD活動の充実を図ることを目的として開催されました。
　今年度の「第5回ヨコハマFDフォーラム」は、「地域連携による
大学教育（仮称）」を全体テーマとし、2019年12月7日（土）、本学
横浜キャンパスにて開催することとし、各大学からの実践報告
者を選出することになりました。また、もうひとつの FD合同連
絡会議の目的である各大学のFD活動の共有については、以下の
とおり主な報告がありました。

2019年度 第1回横浜4大学FD合同連絡会議が開催されました

第1～4回　ヨコハマFDフォーラムの全体テーマ

第1回（2016年2月20日（土）開催）
　「学生の学びのモチベーションを高める大学教育」

第2回（2017年2月20日（月）開催）
　「大人数授業が変われば大学が変わる」

第3回（2017年12月10日（日）開催）
　「学生調査の現状と課題」

第4回（2018年12月8日（土）開催）
　「アクティブ・ラーニングは大学教育をどう変えたか？」

関東学院大学
●公開授業（各学期の原則第8・9週目に公開授業期間を設定）
●教育実践力向上セミナー（兼・新任教員研修会）（授業設計、
　ティーチングステートメントとTPチャートの理解等）

横浜国立大学
●学修成果の可視化（学生プロファイルによる学修成果の測定）
●｢授業設計と成績評価のガイドライン」の活用（ルーブリック
　を用いて成績評価に関する認識を統一している）

横浜市立大学
●FD・SD推進委員会（カリキュラム・授業評価アンケート、FD
　研修会開催準備、シラバス作成要領改善WG）

●FD・SD研修会（学生指導とハラスメント、発達障害の理解と
　対応、アクティブ・ラーニング推進等） 

各大学の主なFD活動

　本 FD NEWS LETTER 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 NEWS LETTER への寄稿をお願いしますFD NEWS LETTER への寄稿をお願いします

第1回ヨコハマFDフォーラム 横浜4大学FD活動包括連携協定調印式



■日　　時：2019年 7月 5日（金）   10:00 ～ 14:00

■会　　場：神奈川大学 横浜キャンパス 3号館 1階

■主　　催：神奈川大学 学生ボランティア活動支援室

■協力・後援：まち×学生プロジェクト

FD News Letter   2019 Summer

て、来場者の皆さまが神奈川区にある様々な魅力と出会うきっかけ

に繋がればと思います」と話しました。

　これからも学生ボランティア活動支援室では、大学と地域の魅

力を相互に発信していく場を創っていきます。

　「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。
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　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したい

と考えている学生を支援するために学習相談を行っています。対象教科は、英語、数学、文章表現の3教科で、学習指導の知識

及び経験を有する元高等学校教諭の学習相談員が個別指導しています。

ご担当授業の履修者に対象となる学生がおりましたら、ぜひ学習相談を利用するようお勧めください。

　（学習相談を利用する学生の例）
　　　　•英語･･････英語力のボトムアップ。各種英語検定試験対策。留学の準備。
　　　　•数学･･････数学が必要だが苦手。線形代数/解析の授業が不安。SPI受験の準備。数学教員になりたい。
　　　　•文章表現･･レポート、履歴書/ES、各種申請書等「日本語を書くこと」の相談。

開室期間は、横浜・湘南ひらつかキャンパスとも
授業期間中です。

教育支援センターにおける学習相談について

　昨年に引き続き「神大マルシェ」は、

「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

催により、「神奈川区を五感で楽しもう」

をテーマに開催されました。

　神奈川区内で生産された旬の新鮮野

菜とそれらを使った生協のお惣菜、地

域の障がい者就労支援事業所などで

つくられたお菓子や雑貨、区内にある

老舗店舗や人気のパン屋、化粧品メー

カー等、昨年度よりも多様な計15ブー

スが設けられ、神奈川区の魅力を来場者へ発信しました。

　会場には本学のマスコット「JINくん、KANAちゃん」と神奈川

区のマスコット「かめ太郎」も登場しました。また、「マルシェ」ら

しさを演出するために会場にバルーンや造花などの装飾を施し、

来場しやすい雰囲気づくりをしました。

　来場した子どもたちにはミニ食育教室を行い、一般学生や地域

の方々には神奈川区の管理栄養士による食品サンプルを用いた食

生活改善のアドバイスをするブースを設け、食べることの大切さ

と楽しさを知る機会を提供しました。その他抽選会で景品が当た

るスタンプラリーなども行われ、最後まで楽しめるイベントとな

りました。

　盛況のうちに閉会した本企画を主催した学生ボランティア活動

支援室の企画担当の大森駿斗さん（経済学部3年次）は、「今回のマル

シェでは『五感すべてを使って神奈川区の魅力を感じてほしい』と

いう思いから、前回よりも多く出店しました。このイベントを通し

「まち×学生プロジェクト」企画 「第3回神大マルシェ」を開催しました

※「まち×学生プロジェクト」とは…本学学生ボランティア活動支援室、六角橋自治会連合会、六角橋
商店街連合会、横浜市神奈川区役所、神奈川区社会福祉協議会、横浜市六角橋地域ケアプラザと連
携して六角橋地域の方々と学生との交流を目的にしたプロジェクト

澤田

西月

曜日 科目 担当

火

水

木

金

阪井田

浅井

田中

伊東

澤田

田中

浅井

西

伊東

澤田

西

阪井田

英語

数学

文章表現

英語

数学

文章表現

英語

数学

英語

数学

文章表現

英語

数学

文章表現

横浜キャンパス
相談時間　12：40～17：50

曜日 科目 担当

金

木

水

火
川口

兵藤

榎本

川口

榎本

兵藤

英語

文章表現

文章表現

数学

英語

数学

※水曜日は10：10～14：20
相談時間　11：50～16：50湘南ひらつかキャンパス

【学習相談室の開室日・開室時間】
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　〒 221-8686 神奈川県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　髙城　玲、副委員長　中村　壽宏、副委員長（人間科学部）　松本　安生、法学部　菊池　和彦、経済学部　森田　圭亮、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　村山　宏幸、入試管理委員会　飯塚　重善、大学院学務委員会　湯川　恵子、共通教養教育センター運営委員会　粕谷　伸太、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：田廣　みゆき、教務部　笠原　義和、学生生活支援部　吉原　勇樹、入試センター　木内　由美子、経営政策部　田島　睦浩（以上5名）

〔事務局：教育支援センター〕
升田　亘、高木　敦子、松岡　尚子、佐野　恭平、天利　百合、楢山　翔太、藤本　隆寛（以上7名）

2019年度FD・学生支援推進委員会委員
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　今年度も新入生なんでも相談窓口｢アスクカウンター｣を

開設しました。学生UD（University Development）委員会

主催によるこの活動は2014年度から始まり、今年度で6年

目になります。アスクカウンターでは、履修の仕方をはじめ

サークル活動、一人暮らし、アルバイト、留学などについて

のさまざまな疑問や相談を受け付け、先輩の体験談をまじ

えながら一緒に問題解決をしています。

　学生UD委員会は、毎年有志の学生スタッフを募集し、一

般学生を巻き込んでの企画・運営を行っており、アスクカウ

ンターは大勢の新入生に利用されています。新入生の質問

に対応するため、開催期間は新学期のオリエンテーション

及び履修登録に合わせ、４月初旬の約2週間としています。

今年度は国際センターと連携し、留学生についても対応い

たしました。

2019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】
●履修登録の仕方、時間割の組み方、友達のつくり方を教えて欲しい
●学生スタッフの説明が丁寧でわかりやすく、疑問を解決できた
●これからの大学生活が楽しみになった

【協力学生からの感想・次回以降の課題等】
●学部ごとのスタッフ数に偏りがあるため、スタッフ募集周知について改善をしたい
●相談を受け付ける側の知識不足もあり、回答が曖昧にならないよう対策をしたい
●運営側としては⾄らない点もあったが、最大の目的である「新入生のより良い学生生活のサポート」ができた
　と感じている

　「学生スタッフが少ないこと」が毎年の課題となっています

が、学生UD委員会は、学生スタッフ募集の段階から改善策

を考えたり、相談しやすい雰囲気をつくるために相談会場

の装飾をするなど、新入生のために様々な工夫をしています。

その結果多くの新入生がアスクカウンターを利用し、履修

に関わる質問を受け付ける部署の相談者は減少する傾向に

あります。

　学生UD委員会は、来場した新入生、そして協力してくれ

た学生スタッフにアンケートを取り、実態の把握と次年度

に向けた改善を重ねています。活動後に反省会を実施する

ことで、本活動の重要性を再認識する学生スタッフも多く

います。アスクカウンター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の場となっています。

開設期間：2019年4月4日（木）～12日（金） ※土日を除く
開設時間：[横浜]10：00～17：00　[平塚]11：00～17：00
開設場所：〔横浜〕 3号館1階KUスクエア（展示ホール横）
　　　　 〔平塚〕 8号館KUスクエア
主　　催：学生UD（University Development）委員会（協力:教育支援センター）
参加者数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （  ）は昨年度実績
　　〔横浜〕 協力学生登録数  41名（35名）　新入生相談者数  418名（723名）
　　〔平塚〕 協力学生登録数  69名（48名）　新入生相談者数  311名（305名）

https:// www.kanagawa-u.ac.jp/


