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らは全ての授業に真剣に取り組み、授業のや
り方にもいちいち注文をつけてきますし、自
らが抱えている学修上の困難についても遠
慮なく配慮を求めてきます。それは、色覚の
問題であったり、識字能力の問題であったり、
あるいは光過敏症を訴える者もいました。あ
まり知られていませんが、程度の差こそあれ、色覚になんらか
の問題を抱える学生は、男子で20人に1人、女子で500人に1人、
といわれています。 
　そういった事情から、わたしは、スクリーンに映す画像の配
色はもちろん、配付する紙資料にも識別しやすいフォントを使
うなどの工夫を進めています。これは、「ユニバーサル・カラー
デザイン」「ユニバーサルデザイン・フォント」と呼ばれる技法･
技術を用いるものです。前者は、色の識別が困難である人でも
正確な情報を取得しやすいように、画像や図表における色使い
を工夫する技法です。後者は、識字に問題を抱える人でも読み
間違えないように、活字のデザインを変えるものです。これら
の技法･技術によるちょっとした工夫で、授業において黙って
耐えている幾人かの学生を、そっと助けることができると考え
ています。多くの先生方にこういった視点を持っていただけ
れば、大学がよりよいものになっていくと信じています。

　本年度、FD担当として教育支援センターの副所長に任命さ
れました。わたし自身は、20年ほど前から、つまりFDなんて
言葉がなかった頃から、いわゆるFDに関わってきました。わ
たしが担当する講義やゼミにおいては、できる限り最新の教
育メソッドを取り入れ、また私立大学情報教育協会の「FDの
ための情報技術研究講習会」の運営委員・講師を務めてきまし
た。さらに、目下、同協会の活動として、インターネット上の
フォーラムにおいていくつかの大学のゼミナールを連結し、
複数の教師や学外の専門家による助言のもとで、SDGs関連の
テーマについて、学生が自ら問題を発見しその解決方法を検
討する、という実験授業の主査を務めています。このような活
動を通じてこれまで蓄積してきたノウハウを、何かのかたち
で本学に浸透できれば良いなと日々思っています。 
　ところで、FDというと、一般には、これまでの授業のやり方
を検証し、何か新しい技術やメソッドを使って今までとは違う
方法で授業をすること、と捉えられてきました。一方で、なんら
かの事情で授業の内容を理解することが困難な学生がいるとき、
その学修を助けるための方法を検討することもFDである、と
いう点はあまり重視されていないという事実があります。 
　わたしは、昨年度までいわゆる法科大学院に所属していた
ため、司法試験受験を目指す学生たちに囲まれていました。彼
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育のためインターンシップ、フィールドワーク等の学習機会を提供す
ることでした。 また高次のアクティブ・ラーニングやPBLの導入もポ
イントとなっています。

　また、コース内の鈴木ゼミナールでは、それぞれの教員の専門性を
活かした活動を行っており、専門教養科目では取り扱うことが難しい
｢地域との継続的な連携｣も行っており、大学の地域貢献活動の一端を
担っています。その一例として、中区黄金町地区での活動においては、
かつて違法な風俗店が横行していたまちを、地域住民の発意によって、
文化芸術のまちへと転換する取組などを行っています。 

　関東学院大学人間共生学部では、｢教室での学びに加え、海外や地域
コミュニティをフィールドに多くの人々と協働しながら主体的に課
題の解決に取り組む学び｣を用意しています。この学びを象徴するのが、
3年次の春学期に開設される「プロジェクト科目」です。最長6ヶ月の間、
海外留学や企業でのインターン、地域社会の中での学びなどを展開し
ています。
　また、2年次秋学期以降の新井ゼミナールでは、学外の企業やNPO、
自治体等とのプロジェクトを進めています。運営にあたっては、プロ
ジェクトごとに3年生が運営主体となり1学年3名までの学年横断チー
ムとして複数のプロジェクトを並行して進めています。プロジェクト
の大半は、大きな目標はあるものの、具体的な課題設定は試行錯誤し
ながら年度を越えて取り組んでいます。

第Ⅰ部 実践報告 

　横浜国立大学では、2004年度から現代GPとして取り組み始めて今
年で16年目となる副専攻プログラム「地域交流科目」を全学部生対象
に開設し、2011年度からは大学院生を対象とした副専攻プログラム

「地域創造科目」も運営しています。全国の中でも「地域連携を主題と
した教育プログラム」として先駆的に取りかかり、長年に渡り運営さ
れている学部の副専攻プログラムは、コア科目、講義科目、実践科目
で構成されています。またコア科目「地域連携と都市再生B（かながわ
地域学）」の講義ではアクティブ・ラーニング教材としてSDGsも絡め
た「みんなのまちづくりゲーム」を開発しています。

　地域課題実習の学生公募型プロジェクト｢アグリッジプロジェクト｣
（学生代表:山口大地氏）では、農業による地域活性化を｢ビジネスによ
る経済活性化・地域コミュニティの活性化、技術開発（研究）による地
域活性化｣の3つの軸から多数のプレーヤーを巻き込みながら学生が
主体となり多様な活動をしています。これにより、学生は現場で地域（社
会）の仕組み・課題を体感し、大学での学びや自身のアイデアを駆使し
て何かを変えることを楽しめる主体性のある学生が増えています。 

　横浜市立大学のまちづくりコースでは、PBLをカリキュラムの中心
に据えて、大学の地域貢献活動事業と連携しながら実践的なまちづく
り分野の人材育成に取り組んできました。コースカリキュラムの設計
段階のコンセプトは、①都市計画、都市政策等の知識を基盤に学生の
キャリア形成に応じた関連諸分野の知識を統合すること②座学によっ
て得られる知識を、実習科目等を通じて経験することで、課題解決能
力やコミュニケーション能力を養うこと ③実社会と通じた実践的教

　文部科学省中央教育審議会答申「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」(2018年11月26日)では、｢高等教育の将来像
を国が示すだけではなく、それぞれの地域において、高等教育機関が産業界や地方公共団体を巻き込んで、それぞれの将来像となる
地域の高等教育のグランドデザインが議論されるべき時代を迎えている」と指摘しています。
　第5回目を迎えるヨコハマFDフォーラムでは、このように大学教育においても地域連携が重要な課題となっている状況に鑑みて、
｢ヨコハマ｣をリアリティのある学びのフィールドとする横浜4大学の地域連携による大学教育について実践報告されました。また
パネルディスカッションでは、学生と地域の方々も交えて、地域連携による大学教育によって育まれた学びについて議論を深めました。

まちづくりコースにおけるPBLと地域貢献
横浜市立大学 国際教養学部都市学系 教授　鈴木 伸治

学外との課題解決を通したゼミナール活動
関東学院大学 人間共生学部 学部長　新井 信一

「地域交流科目」と「地域創造科目」の地域実践による 
 大学教育

横浜国立大学 地域実践教育研究センター 准教授　志村 真紀
経済学部 4 年次　山口 大地

第５回ヨコハマ FDフォーラム

地域連携による大学教育 ―PBL とシチズンシップ教育―

（2019年12 月 7日（土）開催）

新井ゼミナールの活動
■2016年度〜
　• 横浜南部市場共栄会
　• 横浜銀⾏（はまぎん今昔写真、⼯場⾒学ほか）
　• ⾦沢区通所介護事業者連絡会
　• ⾦沢区役所区政推進課（クロスミーティング）
■2017年度〜
　• 熊本県菊池市域学連携
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地域連携と都市再生 ・
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副専攻プログラム
「地域交流科目」
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イノベーション教育科目
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都市科学部のみ学部共通科目

のプロジェクト
学生公募型 のある
地域課題実習 、
で 年目の活動も単位化

オムニバス形式で地域で
活躍する教員、自治体、

、専門家もゲスト
スピーカーとして講義

他学部開講による講義科
目も副専攻プログラムで
は単位として換算可能

修了認定 計 単位

年度は 人以上
が履修・参画

全学部学生の 相当

座学と実践の連携による効果的知識・技術の習得 
学年 講義 実習・演習 その他

 
１年 まちづくり学入門 

２年 都市計画論／都市解析
／都市防災計画論／景
観まちづくり論／市民
まちづくり論他 

　演習１（共同）
　演習２
　まちづくり実習１（後期） 

３年 都市デザイン論／不動
産マネジメント論／横
浜都市づくりの諸課題
他 

　演習３
　演習４
　まちづくり実習２（前期） 

地域まちづくり実
習／海外まちづく
り実習／まちづく
りインターンシッ
プ実習 

４年 
　　
　　卒業論文 

　

　
　

 

集中的な実習：週２日 ２コマ
２年前半の専門教養ゼミはコー

ス単位で実施 

学年 講義 実習・演習 その他
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るわけではなく、途中で興味が変化したり、課外活動に興味を持って
離脱していく学生がいます。 

［横浜市立大学へ］地域にとっての都合の良い人手にならないために
気をつけていることは何でしょうか。

（木村）地域側からすると、大学は何でもやってくれる存在であると錯
覚してしまうことがあります。学生はストーリーにただのるのではな
くナラティブ（自分自身のストーリーを演じる）という立場を意識し
て関わっていくことが大切です。 

［関東学院大学へ］「学生らしい発想」についてどのように考えていますか。 
（山本）学生らしい発想を特別に意識していません。企業等の事情が
よくわからないこそ形に囚われない学生らしい発言につながってい
ると思います。 

［神奈川大学へ］アクティブ・ラーニングやPBLの成績評価や授業外学
習についてどのように考えていますか。 

（岩崎）シラバスに成績評価の基準が書いてあるので確認して履修し
ています。学生による自己評価（振り返り）では、就職活動においてグ
ループワークが直結しており、先生の評価との違いは大きくありませ
んでした。授業外学習については、グループ全員が集まることが難し
かったのでLINEで情報共有もしていました。

［全体］地域を対象とした座学と実践（PBL、アクティブ・ラーニング）
の学びについて（財源や継続性の課題等） 

（志村）地域で活動するには経費（交通費等）がかかるのが課題です。
行政の政策提案制度等の補助金、開発した商品の販売などを財源とし
ています。 

（鈴木）脆弱な土台の上に各大学のプロジェクトがあります。大学間
や企業とが連携して地域連携による大学教育を支えていただけると
よいと思います。 

（新井）コストがかからないように学生チャレンジ奨学金等を活用したり、
企業に補助していただくためにわかりやすく取り組みについて説明す
る工夫もしています。活動する際には、学生の安全にも配慮しています。 

（松本）以前はバスで遠方に行き活動していたが、学生の安全面も考慮
してヨコハマを主に活動しています。また学生にもコーディネートの
役割を担ってもらうように考えています。 

（木村）地域課題をしっかりと読み取ってから、活動していただきたい
です。学生が活動に関わることで地域ではよい新陳代謝になっています。 

（山口）学生は4年間しか関われないので、学生同士でも話し合いを綿
密に行って継続性（引継ぎ）を担保しています。 

フォーラムを終えて 
　横浜4大学の実践報告では、各大学での教育プログラム、学部、ゼミ
ナール等、それぞれ試行錯誤している取り組みについて情報（意見）交
換することができました。地域連携による大学教育の財源、成績評価
の方法、大学間連携等の課題がある一方で、今回のフォーラムに参加
してくれた各大学の学生の学びと成長は、はっきりと実感することが
できました。 
　本フォーラム開催にあたり、参加いただきました皆様、横浜4大学
関係各位には、深く御礼申し上げます。

（文責：神奈川大学教育支援センター）

　神奈川大学人間科学部の専攻科目｢市民社会論（3年次前期）｣では、
横浜市地球温暖化対策推進協議会との連携により、「SDGs未来都市横
浜」に向けた行政、企業、市民の取り組みを事例に、ゲスト講師による
講演と受講生によるグループディスカッションを行っています。最後
には、SDGs未来都市横浜に向けて、大学としてあるいは学生としての
取り組みについて提案します。また同専攻科目｢環境社会論（3年次後期）｣
では、横浜市地球温暖化対策統括本部との連携のもと、市内の企業か
らの具体的な環境課題に対して受講生が解決策を検討し、統括本部と
協議会が共催する｢企業・学生の環境課題解決マッチング会｣を通じて
企業に対して提案します。
　｢市民社会論｣では、学生が「①能動的に授業に参画し、②身近な課題
をジブンゴトとして捉える」ために、アクティブ・ラーニングの手法を用
いて、グループディスカッションをデザインしています。例えばアクティ
ングアウトを用いて、既習知識を総動員したロールプレイングをします。
これは行政（横浜市）、太陽光発電を売る人（設置業者）、買う人（市民、企
業）という3者の役割を想定した、小括としてのアウトプットです。学生
による自己評価では、｢SDGsの取り組みを身の周りの人たちに伝えら
れるようになった、より地域に密着した形でできる取り組みを考えるよ
うになった｣等の振り返りがありました。そして｢環境社会論｣へ継続発
展し、更に学びたいという学生が一定数いることも成果の一つです。

第Ⅱ部　パネルディスカッション 

　パネルディスカッションでは、横浜4大学の実践報告に対して参加
された皆様から寄せられた質問を中心に議論が深められました。

［横浜国立大学へ］ 副専攻プログラムを途中で離脱する学生はいない
のでしょうか。  

（山口）学生側では、必ずしも授業の枠組みの中で学生生活を送ってい

地域連携によるアクティブ・ラーニングの取り組み
神奈川大学 人間科学部 教授　松本 安生

人間科学部 非常勤講師　町田 小織

[モデレーター]
　神奈川大学 教育支援センター所長（経営学部教授）  髙城 　玲

[パネリスト]
　横浜4大学の実践報告者に加えて以下のとおり関係者の登壇
　がありました。
　　NPO法人黄⾦町エリアマネジメントセンター　木村 勇樹
　　関東学院大学 人間共生学部 3年次　　　　　　山本 　慧
　　神奈川大学 人間科学部 4年次　　　　　　　　岩崎 将也

■2018年度〜
　• ⾦沢区役所地域振興課（キャンパスタウン⾦沢）

ゼミ運営の基本的な考え方
① チーム制で進める、
② 課題を発⾒しながら進める
③ 複数年度で進める
④ コストがかからないように進める
⑤ 取り組みやすい内容で進める

人間科学部の教育目標の5つの柱 (一部抜粋)

　1．人間や社会及び自然についての豊かな教養
　2．他者に伝えるコミュニケーション能力
　3．多角的・総合的に捉える思考力
　4．解決に向けてさまざまな提案ができる発信力
　5．他者と協力しながら問題解決に当たる⾏動力

アクティブ・ラーニング 地域連携



　本学はグローバル化に対応するコミュニケーション能力を有す
る学生を育成することを教育目標としています。これに向けて、本
学では教育支援センターと国際センターによる共同開催の研修会
として「英語による授業実施のためのFD研修会」を2015年度から
継続して実施しています。 
　この研修会は、英語による授業をすでに実施している教員も、こ
れから導入を考えている教員も、いずれも対象としたプログラム
です。本年度は株式会社早稲田大学アカデミックソリューション
から講師としてPeter Chin氏をお招きし、①英語で行う講義の基
本的な組み立て方、②授業で役立つ英語表現の紹介、③学生を惹き
つけるテクニック、これら3点をテーマにご講義いただきました。 
　英語で行う授業では、言語も大切である以上に、教え方や教材を
工夫することがより大切であると講師は言います。なぜならば、教
員の目的は「学生が講義内容について理解を深め、批判的思考がで
き、そして興味を持てるように導くこと」であるためで、これを実践
するためのポイントは次の通りです。 

　FD・学生支援推進委員会では、本学のFD活動へのさらなる学生
参画を目指して「学生FD懇談会」を開催しました。本学ではこれ
までも「学生生活実態調査」などのアンケートや学生UD（University 
Development）委員会主催の「神大トークセッション」などを通じ
て学生からの意見を聞く機会を設けていましたが、大学のFDに
学生が直接参画して意見をすることができる会を主催したのは今
回が初の試みです。 
　本会には、学生UD委員会の横浜学生代表である西澤昇馬さん（法
学部2年次）をはじめ、同委員会から各学部の代表者が1名ずつ選出
され、合計8名の学生が参加しました。教職員からは、本委員会の
委員・オブザーバー・事務局が参加しました。 
　今回は、学生に求める意見として「カリキュラムの内容（授業改
善を含む）・学修方法・学修支援又は学修成果」と「施設・設備」の2項
目を設定しました。これらについて本学の授業を受けて大学生活
を送っている学生から実体験に基づく意見を直接聴取し、意見交
換しました。これにより教職員が日々の教育活動ではなかなか気
づきにくいような視点や、改善が十分に至っていないようなポイ
ントに対して、更なる向上が図れることを期待し、聴取項目として

●学生から意見を引き出すためにも、事前課題を出し、教材を読む
時間をしっかり設ける。 

●理解を深めるため、前回の授業に関する振り返りの時間を設
ける。 

●英語はあくまでもシンプルに短い言葉で伝える。 
●重要な言葉にアクセントをつけて話し、ポイントを強調する。 
●パワーポイントでは、大きな文字で、6単語×6行でまとめる。
グラフや写真があるとさらに良い。 

●学生同士でディスカッションの時間を設けて、答えや意見を
 引き出す。 

●学生を退屈させないため、学生の目を引くようなジェスチャー、
アイコンタクト、教室の巡回を行う。 

　参加教員からは、「履修者が大人数の場合はどのようにディスカッ
ションさせたらよいか」「意見や質問を募っても学生がなかなか答え
てくれない」という現実的な授業改善に関する質問がありました。講
師からは、学生に考えさせる工夫が大切であること、学生が集中でき
るように話題を絞ること、授業に参加していなさそうな学生には学
生リストを必ず手に取って丁寧に声をかけることなど、学生が授業
に参加できる授業づくりが大切であるとアドバイスをいただきました。 
　今回の研修会は英語での授業実施に特化した内容でしたが、日々
の授業改善にもつながる大切なポイントがうかがえました。教育
支援センターではこれからも引き続き授業改善に向けた支援を実

施していきます。 

2019年度　英語による授業実施のための FD研修会
 ～ 英語で授業を始めるためのファーストステップ講座 ～

学生FD懇談会を開催しました 

決定しました。 
　1時間と時間は限られていたものの、学生からは、2018年度か
ら導入された100分授業への賛否をはじめ、「授業内容や評価方法
がより分かりやすいシラバスを作成してほしい」や「成績の評価結
果だけでなく事後学修や内容理解を深めることにつながるよう、
試験の採点結果や模範解答を提示してほしい」という熱心な意見
が寄せられました。教職員側も、学生の意見に対して、真意がどこ
にあるのか探りながら、真剣な議論と対話が重ねられ、盛況のうち
に閉会の時間を迎えました。 
　このように、教職員の一方向からだけでなく、学生の視点に光を
あてることで、複眼的な視点からFDや教育改善を実施することの
必要性を実感した一方で、この学生からの意見をどのように生かし
ていくのかという今後の課題も考えさせられる懇談会となりました。
今回の「学生FD懇談会」が今後のFD活動の充実に資するよう、引き
続き取り組んでいきたいと思います。 

■日　　時：2019年 7 月 3 日（水）
　　　　　　16:00 〜17:00
■場　　所：横浜キャンパス 1 号館 308-1 会議室
　　　　　　湘南ひらつかキャンパス 11号館 第 5 会議室（TV会議）
■参加人数：計 29 名（学生 8 名　教職員 21名）
■主　　催：FD・学生支援推進委員会

■日　　時：2019年 11月 20日（水）　17:30 〜18:45
■場　　所：横浜キャンパス 29号館 1階研修室BC
■講　　師：株式会社早稲田大学アカデミックソリューション
　　　　　　Peter Chin氏
■参加人数：教員 6 名　職員 5 名
■主　　催：教育支援センター、国際センター
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　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、工学部 1、2 年次を対象に微分・積分
の理解に不安がある、単位修得ができなかった、後学期
開始前に復習しておきたい等のニーズに対応するため
2日間に渡り開催されました。講師には元高校教諭であり、
教育支援センターの学習相談員である西広明先生が担当し、
高校の「数学Ⅲ」の範囲を中心に行いました。
　参加学生からは「説明がていねいで分かりやすかった
し、問題が多く練習することがたくさんできた」「問題を
たくさん解くことで、理解を深められたと思う」などの
声があり、満足度が高いことが窺えました。
　本学の学習相談は、個人だけでなくグループでも相談
を受け付け、個別指導を行っていますが、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がありまし

た。今後は微分・積分だけでなく、新たな分野での集中
講座も検討していきます。

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 2019夏（北翔大学）」に学生 UD委員会が参加しました

日　時 : 2019年 8月 27日（火）・28日（水）
会　場 : 北翔大学（北海道江別市）
テーマ :「大学はつまらない？
　　　　　〜今、私たち学生にできることは〜」
主　催： 北翔大学学生 FD団体　北翔アンビエント
参加大学・人数：45大学（約 230名）
本学参加者：
　【学生】学生UD（University Development）委員会
　　［横浜］6名（法 2、経済 3、人間 1）
　　［平塚］9名（経営 3、理 6）

　｢学生FDサミット｣とは、全国の大学で取り組まれている
FD活動に学生にも参画してもらい、「教員×職員×学生」が
三者一体となり「自分たちが通う大学をどのようにすればもっ
と良い大学になるか」を一緒に考えるイベントです。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
の発表や、意見交換（しゃべり場）などが行われます。 
　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19回の北
翔大学（2019年夏）で13回目の参加となります。 

[学生FDサミット 2019夏プログラム]
（1日目） 

●オープニング 
●集合写真撮影 
●ポスターセッション 
●情報交換会 

　1日目の「ポスターセッション」では、各大学の学生FD活
動が紹介されました。学生スタッフはこれまでの学生UD委
員会の活動を振り返るとともに他大学の活動を参考にする
機会となりました。 

　2日目の「しゃべり場」では、各大学から参加の学生・教職員
が混在したグループに分かれて、今回のテーマ「大学はつま
らない？～今、私たち学生にできることは～」について意見
交換を行いました。ここでは学生目線での大学の在り方、不
満等が議論され、また、他の大学の学生間での共感・新しい発
見を共有することができました。そして、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。
　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、文部科学省等の各種調査、補助事業
においても、学生の意
見を取り入れた教育改
善が求められてきてい
ます。このことから、
学生FD懇談会の開催
等、学生 UD 委員会の
活動を継続して支援を
行うこととしています。

[ 学生 UD 委員会学生スタッフの感想 ] 
　各グループの発表では「大学が楽しいか否かは自分次
第で決まる」「自分の居場所が見つかれば楽しくないは
ずがない」「自分から積極的に様々なことに挑戦するこ
とが大事」のような意見がほとんどでした。つまり、目
標なしにただぼんやりと過ごしていては意味がなく、自
分に合った環境を積極的に取り入れていくことがとて
も大切です。そのためにFD活動としてできることは、
同じ目標を持った学生同士の交流はもちろんのこと、
様々な目標を持った学生を交えたイベントを企画する
など「大学っていろいろな学生がいて楽しい」と感じて
もらえる1番の手段ではないかと考えました。 
　今回の学生FDサミットも参加できてとても有意義な
ものとなりました。 

（学生UD委員会 平塚代表 青木祐太）
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（2日目） 
●しゃべり場 
●各しゃべり場グループ   
  の発表 
●クロージング 



　

　午前の部では、参加者同士の交流を図るため、学生スタッ
フが作成した「すごろく」でのアイスブレイクを行い、続い
て11月に本学横浜キャンパスにて予定されている「まち×
学生プロジェクト『キャンドルナイト』」で使用するキャン
ドルホルダーづくりを行いました。作成したキャンドルホ
ルダーを使用してのデモンストレーションも実施することで、
見て楽しむ工夫も施しました。昼食時にはお弁当を皆で囲み、
世代を越えた会話・交流を深めました。
　午後の部では、会場をセレストホールへ移し、地域団体か
ら獅子舞、フラダンスが披露された後、本学学生団体からは
フォークソング、フラメンコのパフォーマンスがあり、まち
と学生がもつ魅力を相互に発信し合いました。このような
時間を共有することで、参加者それぞれの想いを紡ぐ機会と
なりました。
　本企画を主催した学生ボランティア活動支援室の企画担
当者の三輪将大さん（経済学部3年次）は「本イベントが地域
の方々と神大生がお互いを知るきっかけとなれば大変嬉し

いです。今後も地域の方々と本学学生
が六角橋を好きになるイベントを企
画していきたいです」とコメントしま
した。本イベントを開催することで、
地域と大学の連携を深めていく好機
となっています。
　今後も教育支援センターでは、学生
の自主的なボランティア活動を支援
していきます。

　2019年8月4日（日）横浜キャンパス3号館3階305講義室
及びセレストホールにて、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4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等の本学学内ボラン
ティア部、六角橋自治連合会、六角橋地域ケアプラザ、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4回目となる『六神祭』は、「まちと学生の繋がり」をコ
ンセプトに実施され、児童から高齢者の方々等、幅広い世
代の方々が160名（昨年145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。

発行日：2019年12月24日

「まち×学生プロジェクト」企画　第4 回「六神祭」を開催しました

6

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）
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〔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、藤本　隆寛（以上6名）

2019年度FD・学生支援推進委員会委員

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

FD News Letter   2019 Winter


