
は20年そして30年という日本経済の停滞が、
大学教育への圧力を高めるようになり、大学
改革が恒常的に要請される状況を現出させて
います。 
　現在本学が取り組んでいる第3期認証評価
では、質保証が求められています。基礎的な学
力が不十分で入学した学生であれ、学士として卒業させるには、
それにふさわしい学力レベルへ引き上げる事が要請され、大学
は学力レベルを証明する義務を負うことになります。いや、い
ままでも負っていましたが、厳しく求められなかったといった
方が正確かもしれません。 
　文科省や認証評価機関から、言われるから仕方なくやらなけ
ればという、脱連結的思考での対応も、ますます困難になってい
ます。主体的に大学改革へ取り組むことは、本学の生き残りのた
めにも必要です。いばらの道ではありますが、これまでの本学の
偏差値低下と18歳年齢人口の今後の減少を考えると、教学の改
革が徹底しない場合、本学の未来は言わずもがなのものとなる
ことは、皆様もお分かりのことと思います。構成員がコスト意識
を徹底し、部局や学部ではなく、全学への帰属意識を高める必要
があります。神奈川大学へ何が貢献できるか各自が考え実践す

る時期に来ています。教学改革への協力をお願いいたします。

　大学にとってFD活動が法律に定められた義務となって久し
いです。1998年「21世紀の大学像と今後の改革方策について 
―競争的環境の中で個性が輝く大学」の答申をうけ、翌年FDは
大学設置基準の努力義務とされました。2008年大学設置基準
は改正され「大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図
るための組織的な研修及び研究を実施するものとする」と義務
となり、今日に至っています。しかし、本学におけるFD活動の
実態は活発とは言えない状況が続いています。皆さん多忙だと
いうこともあり、年数回行われる全学FD研修へ参加される教職
員は限定的です。準備にかかる膨大な時間とコストを生かし切
れていない現実があります。ここ数年この分野のマネージメン
トに関わってきましたが、抜本的な見直しが必要との感を強め
ています。 
　FDなど大学改革が、なぜ21世紀になり声高に叫ばれるよう
になったのでしょうか。経済成長が順調であった時期には、日
本の社会では大学への批判はありましたが、苅谷剛彦が喝破し
たように、常に改革を求められる現在のような状況とは異なっ
たものでした。19世紀後半の日本では、大学入試による受験競
争で高校までの基礎学力を身に着け、大学でゆっくりし、企業が
OJTで再教育することで実現した奇跡の経済成長が、大学教育
への不満をかき消していました。しかし、失われた10年あるい

本学の未来と教学改革 経済学部教授・副学長　山本 博史
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　2019年度学部FD活動方針でも触れたように、例年に比べて新

任の先生が多かった（4名）ことと今まで法科大学院を担当されて

いた先生方が学部専任教員として復帰された年だったので、改め

て学部全体でFDに対する認識を共有することを目標とした。し

かしFDと一口に言ってはみたものの、授業形態（アクティブ・ラー

ニングやPBLの導入やITCの活用など）であったり、障がい者支

援（障がい者に対する合理的配慮）であったり、あるいは初年次導

入教育であったりして、課題が多岐にわたることは言うまでもな

いことである。そこで、以下の6項目を検討課題と位置付け、FD

懇談会などを通じて教員相互で意見を交換し課題に対する認識

を共有することとした。すなわち、①FYS（初年次導入教育）から

法学部基礎演習Ⅰ・Ⅱへ、そして学部ゼミナールへと教育上の連

携の強化、②学修支援を必要とする学生への具体的な支援策、③

授業アンケートや学修状況調査アンケートの活用方法、④将来構

想委員会との連携、⑤ITCの導入研修、⑥モジュール型教育の模

索などを予定してみた。その結果、次に記すような活動を行った。 

（1）4月4日　FYSガイダンス（その1） 

学部執行部からの要請に基づき、FD委員会が実施した。 

議題：FYSの制度趣旨及び現状と課題（大学での学修スキ

ルの修得を目指す。学部単独での運営は困難か）、 FYSの

到達目標（初年次生にとって、やや重すぎはしないか）、 FYS

実施の際の留意事項（学修環境に適応できない学生がいる。

その対処は？）など 

（2）4月11日　第1回FD懇談会〔FYSガイダンス（その2）〕 
授業開始直前を狙って実施した。 

議題：FYSの授業内容及び授業形態について具体的な提示と

その検討（学生が積極的に参加できるよう工夫されている

先生の報告を中心に） 

（3）12月11日　第2回FD懇談会 

学部長、将来構想委員会と連携してFD懇談会を開催した。 

議題：学部の要受講科目「現代社会と法」について （次年度は

都合によりオムニバス形式での運営。そこで、当該科目につい

ての意義を共有することが課題であった。また、2021年度の

カリキュラム改編を見据えて、科目の意義の再確認）

（4）2020年3月4日　法学部非常勤講師との懇談会 

懇談会の議題に「本学の障がい学生支援について」を盛り込

む予定でいたが、新型コロナウィルス感染予防のため懇談会

は中止となった。

　このほか、中村壽宏先生によるユニバーサルデザイン（UD）

フォントの推奨（視覚に障がいを持つ学生への支援）を議題にFD

懇談会を予定していたが、諸般の事情により実施できなかった。 

　以上の活動のほかに、今年度は、法学研究科のFD活動に学部

FD委員会委員長が参加した。そこでは、中国の大学教員から話

を聞きながら、国際交流センターの職員にも参加してもらい、外

国人留学生受入れに際して留意すべき事柄は何であるかを懇談

した。この議題は、学部レベルでも有益であったと思う。 

　本年度における経済学部のFD活動に関する特筆すべき点の

1つとして、新たにリーディングスキルテストの導入を試みた点

が挙げられる。以下では、リーディングスキルテストの概要や

課題について述べていきたい。 

1.概要

　リーディングスキルテストでは、パソコンを用いた60分程度

の試験を通じて、受験者の読解力が診断される。評価項目は表1

の6項目から構成され、各項目とも5段階で評価が下される。診

断結果は試験終了時に直ちに受験者に告知される仕組みとなっ

ており、また受験者が診断結果を印刷することも可能である。  

2.FDに対する評価と課題 

　リーディングスキルテストは受験者全体の国語能力の傾向を

把握できるとともに、各学生に対して個別の診断結果を提示す

ることができる。前者については、早期診断を通じて診断結果を

カリキュラムにフィードバックさせることができれば、学年全

体の修学能力を高められる可能性がある。また、入学時からの定

期的な診断を通じて、修学能力の向上に対してどの段階のカリ

キュラム構成が有意に働いているのかを把握しやすくなるかも

しれない。さらに、離学者や留年者が抱える背景に国語の能力が

関係しているかどうかを検証するためのツールにも成り得る。

加えて、学生個々人が具体的にどの段階の修学基礎能力を欠い

ているのかを客観的に認識できる点でも、このプログラムは有

意義である。こうした観点から、当該テストはFDの在り方を模

索するうえで一定の成果が期待できるプログラムであると言える。 

　ただし、いくつかの課題も散見される。まず、当該テストはパ

ソコンで実施することを前提とするため、情報処理室のキャパ

シティに制限がある現状では、一度に同一学年の全学生を受験

対象とすることが困難なことがあげられる。もちろん、ウェブ

サイト経由で試験を実施することが可能であるため、学生には

好きな時間に試験参加をするように呼び掛けることも可能であ

る。ただし、この場合には、何らかの強制力を伴う誘導をしない

限り、多くの学生が試験に参加しない可能性がある。また、大学

教育が基本的に専門性に特化しているため、当該テスト結果を

学生全体の国語能力の底上げに結びつける機会が実質的に乏し

い点にも注意すべきである。さらに、診断結果は文章で表示さ

れるが、国語能力の乏しい学生が自発的に診断結果を熟読し、自

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　森田　圭亮

経済学部

2019年度各学部等のFD活動について

項目名称 項目の概要 

1．係り受け解析 主語と述語の関係や修飾語と被修飾語の関係の理
解度を測定

2．照応解決 指示代名詞が何を指しているのかの理解度を測定 

3．同義文判定 異なる文章が同じ内容を表しているかについて識
別する力を判定

4．推論 自身の経験などを活かしながら文章を読み解く力を
判定

5．イメージ同定 文章の内容と図形や表を照らし合わせる力を判定
6．具体例同定 定義文と一致する具体例を認識する力を判定

表1  評価項目一覧 
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身の修学態度にフィードバックさせられるかどうかには疑問が

ある。学部教育をより充実させるために、こうした点を改善し

ながらリーディングスキルテストを活用していくことが今後求

められていくだろう。

　経営学部では2019年度の主なFD活動として、（1）FD研修会、

（2）非常勤講師懇談会、（3）新カリキュラムの計画の3つを行った。 

　（1）のFD研修会では、2019年4月10日（水）に「聴覚障がい学

生支援について」をテーマとした講演会を行った。参加者は、経

営学部の専任教員30名に加え、非常勤講師2名の計32名であっ

た。講演会の講師には、東京都立中央ろう学校の牛嶋文教諭をお

迎えし、ろう学生を取り巻く環境や教育に必要な支援について

お話しをいただいた。また、講演会は一方的な講師からの話では

なく、会の途中に耳が聞こえにくい状況での授業を模擬的に体

験し、ろう学生に対する理解を深めるためのワークが行われた。 

　（2）の非常勤講師懇談会では、2019年7月17日（水）にFD研修

会と同様のテーマの研修会と教員同士が親睦を深めるための懇

親会を行った。参加者は、経営学部の専任教員20名と非常勤講

師13名の計33名であった。研修会では、本学の教育支援センター

の升田亘課長から、本学の障がい学生支援に関するガイドライ

ンについてご説明をいただいた。また、聴覚障害がいを抱える

学生からの報告やその学生の授業を実際にご担当いただいた澤

里翼先生からの教育実践の報告があり、非常に充実した内容と

なった。澤里先生の報告では、板書の工夫、ノートテイカーとの

協力の仕方、周りの受講生への対応など、具体的な対応例を用い

て丁寧に説明していただいた。 

　（3）の新カリキュラムの計画は、学部内の新カリキュラム検討

委員会を中心に進め、教授会における議論を経て、具体化できる

よう準備を進めている。新カリキュラムを計画する上で、これ

まで経営学部が取り組んできた研究・教育活動を振り返ること

によって、改善点を明確にすると共に優れた取り組みを今後も

継続できるよう、その準備体制を確認した。また、これまでの学

修調査の結果をふまえ、学生の声を反映させたカリキュラムと

なるよう計画を進めている。 

　経営学部では、今後のFD活動をより一層充実させ、これまで

の活動を継続すると共に、研究・教育活動の充実に向けた新カリ

キュラムの準備や新たな授業内容の改善に向けた取り組みを行っ

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。  

2．カリキュラムの改訂 

　（1）一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詳細を検討し、シラ

バスを作成した。新カリキュラムでは、プログラム制が導入され

コース制も改訂される。また、基礎科目の業務委託も実施される。

3．教員の授業改善に関する取り組み 

　（1）11月30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15日に第23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16日に第19回英語スピーチコンテスト、海外英語研修

の体験談のプレゼンテーションを実施した。（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。 

5．その他（講演会活動） 

　毎年、学生や教職員・一般に対して、外部の専門家を招いて積

極的に講演会を開催している。本年度は、「英米の発音の違い」「新

時代の小中高教員に求められる英語授業改善の課題」「10年後を

見据えた言語教育を考える」の3件の講演会を実施した。  

＜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

2020年の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27日にスペイン語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19日に外国語学部文化ウィークと

してパラグアイの夕べを開催し、伝統文化の歴史をめぐる講演会、

現地文学作品の学生による朗読と寸劇、アルパのコンサート、食

の体験といった一連のイベントを行い、勉学と交流の機会となっ

た。（3）12月7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） 毎月2回開催の学科会議にて、授業の改善及び2020年度よ

り実施の新カリキュラムについて具体的な協議を重ねた。（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

点及びテキストの使用等について意見交換を行い、授業運営の効

果的な展開に役立てた。（3）毎学期末には、卒業年次・進級年次の

学生を主たる対象に成績判定会議を実施し、学習到達度や取得単

位数など細部にわたる確認を行い、学修指導を徹底した。  

2．学科主催の行事及び課外活動に関する取り組み  

　学生主体の学習として、以下の行事・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:ゼミ海

外合宿（広州、香港、台北・台中）、10月:ゼミ国内合宿（山形）、文化

ウィーク「小品」語劇コンテスト（3年次全員）、社会貢献講座（「多

外国語学部 FD 委員会委員長　松本　和也

外国語学部

経営学部 FD 委員会委員長　望月　耕太

経営学部
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重露光：折り重なる中国イメージ―王我監督を迎えて」）、11月:

スピーチコンテスト（1-3年次全員）、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2020年2月14日に講演会と英語教育ワーク

ショップを開催した。講演には東京理科大学のアラスタ・グレイ

アムマー教授を招き、「学習意欲に欠ける学生とどう向き合うか」

というテーマでお話をいただき、その後ワークショップを実施

した（一般英語担当者と非常勤講師、及び学部生や大学院生を対

象とした会とする）。（2）地域言語部会は、言語別に開催し（日本

語：2月18日、韓国語：12月14日、フランス語：2月13日）、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

17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．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

「Horror―世にもキュリアスな物語」（10月24日）及び「Festivalo 

de Lingvo（言語の祭典）」（11月28日）を開催した。 

3．カリキュラム再編 

　以上と並行しながら、国際文化交流学科では2020年 4 月の

新学部新学科への組織改編にあわせて、カリキュラムについて

具体的な授業内容も含めて検討を進めた。

　人間科学部は2006年の学部開設から10年以上が経過し、社

会の変化や要請、公認心理師資格への対応、保護者や生徒・学

生のニーズなどを踏まえた見直しを行っている。 

　まず、今年度より学部改革の一定の方向性を示す新たなカ

リキュラムを開始した。今回のカリキュラム改正の背景には、

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などの提言

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

目のほか、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「地歴」「公民」など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変更を行った。この結果、

より適切な科目名への変更や配当年次の変更、必ずしも関連が

強くない科目についての廃止などを行ったほか、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などがある。 

　また、心理発達コースでは、2020年度からの公認心理士へ

の対応のためのカリキュラムの見直しを行った。公認心理士

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

まえた議論がなされた。 

　さらに、2022年の実現を目指して、各コース・部会の教員に

より構成される将来構想検討委員会において、定例的な会合

を開催し、各コース・部会の現状と課題、人間科学科の新基軸

と将来構想などについて検討を行った。 

　理学部と経営学部による湘南ひらつかキャンパス（SHC）恒

例の新任教職員の合同歓迎会が4月10日の夕刻に開催され新

学期がスタートした。今年度は同日午後、両教授会の終了後に、

理学部・経営学部合同の第1回目のFD研修会も開催された。研

修は今春、経営学部に入学した聴覚障がいをもつ学生が卒業

したろう学校の先生を講師として招き「聴覚障がい学生の支援」

をテーマに行い、スマフォなどを用いて「聞こえない状況」を

体験することができた。理学部FD委員会は例年教授会と同時

に開催されるが、5月教授会では、各学科に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・

依頼を行った。7月に入り3日には、全学FD委員会に続いて、

SHCと横浜キャンパス（YC）をTV会議でつなぎ初のFD委員

と学生と間での「学生FD懇談会」がもたれ、成績評価や施設な

どを中心に有意義な意見交換がなされた。10日に理学部・経営

学部合同の、2回目のFD研修会を開催した。このときは「職場

の健康づくり」「ストレスチェック」「学生対応がストレッサー

にならないための工夫」について各専門部署の担当者に講演

していただいた。夏休み明けは9月12日に恒例のSHCにおけ

る初動訓練及び防火・防災訓練ではじまり、教職員の安全意識

の向上をはかった。11月教授会では、2019年度の理学部の学

修状況調査報告書を説明し議論した。年明け2月13日にまた

もSHCとYCをTV会議でつなぎ新任教員研修会と合同で、理

学部・経営学部の第3回目のFD研修会を開催した。このときも

「障害がい学生支援」がテーマで、「発達障がいの理解と支援」「大

学における発達障がいのある学生の合理的配慮」について、大

学内外の講師に講演をしていただいた。 

　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活動として理学部談話会も4月から12月まで

6回開催され、理学部全分野の教員と学生が一緒にサイエンス

を深く学ぶ機会をもつことができた。さらに今年度はSHC開設

30周年記念事業として10月の平塚祭までに8回、8人の卒業生

に講演をお願いし、平塚祭でも4人の卒業生に講演会を行ってい

ただいた。また夏休み子供向け科学教室としては、科研費「ひら

めき☆ときめきサイエンス」、大磯町と共催で「一日大学生」を

開催し小学生36人、平塚市西部地区6公民館の合同で「親子科学

教室」を開催し小学生親子約75人が参加し科学実験を楽しんだ。

理学部及びSHC独自の国際交流の一環として、毎年台湾やタイ

の大学の学生を受け入れて化学国際交流を進めてきたが、6月末

から8週間にわたりタイのランシット大学から9名の女子学部

生を受け入れた。残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止

のために3月開催予定の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

職員を送る会が中止され今年度の理学部FD活動が終了した。  

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
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1.2019年度FD活動方針 

　FD活動は授業改善のための不断の取組であり、これまで進

められてきたFD活動の継続的実施並びに、外部組織で行われ

ている試みにもアンテナを張り、より効果的なFD活動を目指す。 

2．工学部FD委員会での議論 

（1）模範授業は今年度以降も原則として継続していくこととする。 

（2）学部FD活動予算（20万円）の使用方法について、今後長く神

大で奉職される先生などのFDフォーラム等への参加費に充

てることとなった。 

（3）模範授業の名称を「研究授業」と変更することとなった。 

（4）工学部FD関係ザイトスフォルダを作成することが工学部

教授会にて承認されているが、今年度は学修状況調査、研究

授業の資料（開催告知、参考意見）、工学部FD委員会活動記

録を格納することとした。 

3.研究授業報告 

　今年度は各学科、教室よりそれぞれ1回あるいは2回の研究授

業が実施された。開催案内には、担当者名、科目名、授業内容、授

業対象、開催日時、授業の進め方の概要及び当日の予定を記した。

実施後には参加者より参加報告を兼ねたアンケート（書式は組

織ごとに異なっている）を頂戴した。以下に一部を抜粋する。 
●教壇から学生の座っているところに積極的に巡回して回答を

求めているために、学生も緊張感をもって受けている。 
●受講生が多いにも関わらず、演習の解答を採点し、dotCampus

で知らせるなど、手間を惜しまず授業に取り組んでいる点は

見習う必要があると思った。 
●学生にとって最終的に必要なことは実際の問題を解けるよう

になることなので、演習とその解説に重点を置いているのは

合理的と感じた。 
●板書の配色が見やすい。（黄色と蛍色オレンジ？） 
●こまめに学生の進行具合をチェックしながらコミュニケーショ

ンをとっている。 
●パワポによる講義であった。パワポのファイルは予習のため

に学生がダウンロードするようになっている。ただしファイ

ルには印刷不許可の保護をかけている。また、わざと不記載の

事項を混ぜている。 
●講義の最後の10分の理解度テストにGoogleフォーム†が利用

されていた。講義の最後のスライドにはQRコードが表示され、

学生はスマホにより理解度テストにたどり着く。5択の設問に

回答していくと、先生のPC画面に設問ごとの回答人数、正解

人数がリアルタイムで表示される仕組みである。理解度テス

トの内容は次回の講義での復習に利用される。 

4.来年度の工学部FD委員会への引き継ぎ事項 

　FD活動が義務化（平成19年4月1日）されてから10年以上の

歳月を経て、教授団としての取組がますます必要とされている。

今後も新任教員をはじめとした研修会等への参加などFD活動

への理解・参加を促す仕組みづくりが必要である。 
†  利用にあたっては、フリーのソフトであり、またオンラインでの利用
　  であることなどに留意する必要がある。 

　大学院学務委員会における活動で、本年度特筆すべきは

「2019年度研究科FD活動状況報告」がなされた点にある。これ

まで各研究科では、学部同様個別にFD活動が行われてきたが

これを取りまとめ、記録として残すということについては行わ

れてこなかった。大学院のFD活動は、大学院学務委員会委員の

代表がFD・学生支援推進委員会委員となって連携を図ってきた

経緯がある。このため、これまでは大学院各研究科が実施して

いるFD活動については、各研究科FD委員会が組織されている

にもかかわらず、FD・学生支援推進委員会にて活動状況の把握

が十分に行われているとはいえない状況にあった。 

　そこで2019年10月にFD・学生支援推進委員会委員長名で各

研究科委員長あてに「2019年度 大学院研究科FD委員会の活動

状況について」の依頼がなされた。この依頼の内容に基づき、各

研究科FD委員会の ①2019年度FD活動状況（目的・目標）、②組

織の現状及び課題、③FDの活動内容（開催日程及び議題）の報告

が書面で行われ、2020年1月に開催されたFD・学生支援推進委

員会にて共有されることとなった。その内容については、大学院

FD活動の中心的課題である大学院受験生獲得のための入試説

明会の開催検討や、大学院生アンケート（学習環境満足度調査）

の実施、留学生への諸種の対応等に関するものとなっていた。 

　このなかで注目したいのは、複数の研究科の活動状況報告か

ら上がってきた留学生受け入れに関するものである。大学院留

学生の受け入れについてのさまざまな課題は大学院学務委員会

でも本年度、大きなテーマの1つとなっていた。大学院への受け

入れ前の段階では、例えば上海師範大学に設置された本学拠点

を活用した入試説明会の可能性の模索や海外（主に中国）におけ

る日本の大学院進学状況の情報共有などが話し合われた。また

本学への留学生入学後の支援については、主にアカデミックな

日本語能力のサポート体制充実について議論を重ね、「外国人大

学院生の修士論文及び博士論文に関する日本語サポート体制の

充実」として、2019年12月末に大学院学務委員長から学長への

要望がなされたところである。 

　以上のように大学院学務委員会での主要な議論が、各研究科

のFD活動と有機的に連関していることが、今年度の活動報告

によって改めて明確になった。大学院学務委員会としてもFD・

学生支援推進委員会と連携して、引き続き大学院生に向けて教

育改善を行っていくことが求められる。 

大学院学務委員会委員　湯川　恵子

大学院

工学部 FD 委員会委員長　島　　健

工学部
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（4） 第 5 回ヨコハマ FD フォーラム　12/7（土）実施
「地域連携による大学教育―PBLとシチズンシップ教育―」
　［内容］大学教育について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
大学の実践事例報告を行った。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の成果と課
題について情報交換を行った。

　［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］63 名

4. 学生の FD 活動参加
（1） 学生 FD懇談会　7/3（水）実施

　［内容］本学におけるFD 活動の充実、教育研究活動
の更なる向上を図ることを目的とし、学生代表に意
見聴取する懇談会を開催した。

　［聴取項目］①カリキュラムの内容（授業改善を含む）
 ②学修方法・学修支援又は学修成果 ③施設・設備

　［参加者］学生 8 名、教職員 21 名
（2） 学生 FDサミット2019夏　8/27（火）・8/28（水）参加

　［テーマ］大学はつまらない？
　　　　　 ～今、私たち学生にできることは～
　［会場］北翔大学
　［主催］北翔大学学生 FD 団体　北翔アンビエント
　［参加者］学生 UD 委員会 学生スタッフ 15 名

（3） 第 5 回ヨコハマ FDフォーラム　12/7（土）実施
　［会場］神奈川大学　横浜キャンパス
　［参加者］学生1名（登壇者：人間科学部 松本ゼミナール）

（4） 学生 UD 委員会主催「第 5 回神大トークセッション」
　　12/17（火）実施

　［テーマ］過ごしやすい大学とは？
　［参加者］12 名（教員 1 名、職員 3 名、学生 8 名）

5. 他大学との FD 連携
横浜4大学 FD合同連絡会議　5/30（木）・7/12（金）・
9/20（金）開催
横浜 4大学によるSD 連携若手職員研修会　10/18（金）
実施
その他全国私立大学FD連携フォーラム（JPFF）、FDネッ
トワークつばさ協議会、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
4/4（木）～ 4/12（金）　

　Ⅰ. FD 活動

1.「2019 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

　初年次教育科目の見直しや改善を図るため共通教養教
育推進委員会（現共通教養教育センター運営委員会）の
依頼を受けて毎年実施している。アンケート調査結果は、
各担当教員のほか組織的な改善を図るためのデータとし
て各学部等に提供した。 

［対象科目］：FYS（ファースト・イヤー・セミナー）全科目
［実施期間］：7/8（月）～ 7/12（金）

2. 「2019年度学修状況調査」の実施　
　本調査は、就職支援部が 1 ～ 3 年次を対象にしている

「GPS-Academic Ⅰ」、｢大学基礎力レポートⅡ｣、｢キャ
リア・アプローチ｣ のアセスメント（学生調査／測定）
を基礎データとし、FD･ 学生支援推進委員会が独自設問
を追加設定して実施した。本学及び各学部の学位授与方
針（ディプロマ ･ ポリシー）の下、各学部FD委員会等
が中心となって内部質保証のPDCAサイクルを機能させ
ることを目的としている。｢週あたりの自習時間｣ と学
修に対する意欲、能力や満足度、行動や成長実感との関
係について分析し、11月の各学部教授会にて報告した。

［対象年次］：1 年次～ 3 年次
［実施時期］：4 月～ 5 月

3. FD 研修会の実施
（1） 新任教員対象 FD 研修会
　①第1回　4/1（月）実施

　「神奈川大学の基本方針等及び学修進路について」
　「FD活動及び学生支援について」

　副学長　山本　博史
　［参加者数］新任教員 35 名

　②第2回　5/29（水）実施
　「本学の学修について」

　教務部長　松澤　和光
　「本学の研究費について」

研究支援部次長　近藤　知子
　［参加者数］新任教員 22 名

（2） 第１回（新任教員第 3 回）FD 研修会　2/13（木）実施
　 　「発達障がいの理解と支援について」

　　 保健管理センター長　江花　昭一
　 　「大学における発達障がいのある学生への
　　　合理的配慮について」
  　　筑波大学人間系 / ダイバーシティ・アクセシビリティ・キャリアセンター

准教授　佐々木　銀河氏
　 　［参加者数］教員 33 名、職員 14 名　合計 47名
（3） 英語による授業実施のための FD 研修会
　　 11/20（水）実施

　 ［参加者数］教員 6 名、職員 5 名
　 ［講師］早稲田大学アカデミックソリューション　

　　　　　Peter Chin 氏
　［共催］教育支援センター、国際センター

2019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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（2020年2 月13日（木）開催）

［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  41（30）名、相談件数  418（723）名
［平塚］学生スタッフ  69（48）名、相談件数  311（305）名
 ＊（　）内は前年度実績

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］4/10（水）～ 4/12（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］4 団体

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　75（114）名
　相談件数　584（1,027）件

［平塚］学習相談利用者数　26（39）名
　相談件数　297（376）件

   ＊ （　）内は前年度実績

（2） 学習セミナー（工学部1年次対象）
［数学］「『微分・積分』短期集中講座」

9/18（水）・9/19（木）
［参加者数］ 9/18、7名・9/19、6名

4. 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］
　配慮者数　　前学期    88（74）件、   後学期    68（55）件
　配慮科目数　前学期  572（615）件、後学期  550（523）件

＊（　）内は前年度実績

（2） 経営学部・理学部 FD 研修会　4/10（水）実施
　［テーマ］聴覚障がい学生支援について
　［開催場所］湘南ひらつかキャンパス サーカムホール
　［参加者数］60名

（3） ノートテイク講習会　6/19（水）実施
　［開催場所］湘南ひらつかキャンパス 6 号館 208 講堂
　［参加者数］8名
　［講師］横浜市要約筆記者協会　2名

（4） 経営学部非常勤懇談会研修会　7/17（水）実施
　［テーマ］障がい学生支援に関する

　ガイドラインについて
　［開催場所］湘南ひらつかキャンパス サーカムホール
　［参加者数］33 名

5. 学生ボランティア活動の主な支援
● 7/5（金）神大マルシェ※ ● 8/4（日）六神祭※
● 11/29（金）キャンドルナイト※ ●広報誌「Your 
　 Field vol.17」の発行
　 ※まち×学生プロジェクト

2019年度  第1回（新任教員対象第３回）FD研修会「障がい学生支援」実施報告

　2016年 4 月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律」（障害者差別解消法）が施行されて以来、本学にお
いても 2017年 3 月に「神奈川大学障がい学生支援に関する
ガイドライン」を策定し、体制整備を行うとともに研修会や
リーフレット等を通して啓発活動を重ねて実施してきました。
関係部署との連携及び教職員の協力のもと、障がい学生支援
に対する意識が高まってまいりましたが、その一方で、障が
いのある学生が増加し、障がいの特性も多様化していること
に伴い、合理的配慮の提供について判断に苦慮する事例が出
てきています。今回の FD 研修会では「障がい学生支援」をテー
マに、新任の先生方の参加を必須としFD研修会を開催しま
した。 
　本研修会では、筑波大学ダイバーシティ・アクセシビリティ・
キャリアセンター准教授の佐々木銀河先生をお招きし、「大
学における発達障がいのあ
る学生への合理的配慮につ
いて」をテーマに、ワーク
ショップを交えた講演会を
行いました。講演では、障
害者差別解消法や合理的配
慮の考え方の理解、発達障
がいの概念・区分、また指
導、対応方法について具体
例を用いてわかりやすく説

明していただきました。また、ワークショップにおいては、仮
想事例をもとに「教育の本質」を損なうことなく、成績評価方
法、成績基準、教育課程の3つの方針を変更するなど、合理的
な配慮内容を検討する際に参考となるフローチャートを使用し
て、その考え方について、理解を深めることができました。 
　また、研修の前半は、本学の学校医で保健管理センター長で
ある江花昭一先生から「発達障がいの理解と支援」をテーマの
講演があり、発達障がいの各種別の特性や起こりやすい困りご
と、対応方法などについて説明がありました。発達障がいのあ
る学生と接する際は、障がいの特性を理解しておく必要がある
ことから、とても参考となる講演でした。 
　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、今後も障がいのある学生支援の事例を重ねつつ、
研修会や意見交換会などを継続的に実施していきます。 
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発行日：2020年3月31日

2019年4月～2020年1月学習相談活動実績集計

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

　

　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｣を開催しました。 
　本企画は、2015年度から開催され今年で5回目を迎えました。今回は、「学生と教職員による＜大学改善＞意見交換会～過ご
しやすい大学とは？～」をテーマに、本学学生・教職員合わせて12名が参加し、3つのグループに分かれてグループワークを行い、
それぞれの立場から意見を共有し、最後は発表を行いました。 
　第一部のグループワークでは、2019年7月に開催した「学生FD懇談会」にて出された意見を踏まえ、よりよい大学生活を送る
ために課題と改善点について再考しました。 
　第二部の各グループからの発表では、「学生、教員のモチベーションを上げることが過ごしやすい大学につながる」、学校の設
備面から「設備には自由に使える場所がない」、「空き時間に過ごせる場所が欲しい」、「バリアフリーをもっと整えて欲しい」等の
意見が挙がりました。 
　参加者からは「様々な視点で考えることができた」、「大学について考える良いきっかけとなった」、「立場をこえて神大のこと
を語り合えることが楽しかった」、「学生の率直な意見が聞けて良かった」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：2019年12月17日（火）  17:30～19:30

●場 　 所：横浜キャンパス 3号館301演習室

●参 加 者：12名（教員1名、職員3名、学生8名）※昨年度16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
　　　　　　　～過ごしやすい大学とは？～」

●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

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～
（2019年12 月17日（火）開催：横浜キャンパス）

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。

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）

https:// www.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、藤本  隆寛（以上 6 名）

2019年度FD・学生支援推進委員会委員

教育支援センターの学習相談状況
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