
オンライン講義により解消される可能性を学生も

教員もあらためて認識できたのではないでしょうか。

さらに、「簡単なアンケートや意見調査などをすぐ

に行うことが出来る。」（学部3年生）という意見に

あるように、オンライン講義であれば大人数講義

でも双方向型のアクティブラーニングが簡単に実

施でき、学生の学修効果を高められます。これも機器の整備は必要で

すが、今後の対面授業においても重要な手法に位置づけられそうです。 

　一方、少人数講義ではグループワークを行う場面も多いと思います

が、「通常の授業では手間のかかっていたグループワークなどが、グルー

プアウトセッションの利用により、グループの人数分け、メンバーの

ランダム性、ワークの制限時間の設定等がスマートに実行できる部分

は良いと思いました。（後略）」（学部3年生）との意見にあるように、グ

ループワークをスムーズに行うことの大切さやコツもオンライン講

義の経験を通じて得られた収穫の一つです。対面授業においてもソフ

トウェアによる支援を上手く活用することで、学生の参加意欲にも繋

がるのではないでしょうか。 

　このほかにも、学生から寄せられた声からは、次年度以降の遠隔授

業はもちろん対面授業に活かすべき多くのヒントやフィードバック

が得られると思います。ぜひ、皆さんも考えてみてください。この1年

の試行錯誤が徒労に終わることのないように。 

　多くの教職員の方々のご尽力によりシステムが構築され、マニュア

ルが整備されたおかげで、試行錯誤をしながらも、何とかオンライン講

義（遠隔授業）を中心にした2020年度の講義が終えられそうなことに

皆さんも感謝と安堵の思いではないでしょうか。しかし、新型コロナウィ

ルスによるパンデミックへの対応だけでなく、ICTを活用した教育をさ

らに進めることが求められるなか、この1年の経験を私たちはいかに今

後に活かしていくことができるのでしょうか。この大きな課題にすぐ

に応えることは難しいですが、今年度に行われた『「遠隔授業の有効性

と課題」に関する調査アンケート』に寄せられた学生の声（自由記述）を

もとに、そのヒントとなることをここでは少し考えてみたいと思います。 

　まず、「オンデマンド配信の授業は、難しい部分を繰り返し再生した

り、一時停止して調べたりできるので便利だった（一部抜粋）」（学部2

年生）という自由記述が多く、オンデマンド講義の利点を実感した学

生は少なくなかったようです。繰り返し動画を見ることで学習を深め

られたとの感想にはこちらの苦労も報われた思いです。機器の整備

などを行うことで対面授業との併用ももちろん可能であり、動画を中

心とした配信サイトやSNS（さらには学習塾）に慣れ親しむ世代には、

不可欠な学修支援となるかもしれません。 

　また、「話しやすい。黒板やPowerPointの字が見えないことが無い。

配布資料が必ず手元に届く。」（学部2年生）という意見もいくつかあり

ました。とりわけ、多くの受講生がいる大教室の講義で典型的な課題が、
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1．2020年度学部FDの活動について

　2020年度は、新型コロナウィルスとともに始まり、怒涛のように押

し寄せる遠隔化講義の対応におわれた一年であった。FD活動へのニー

ズが飛躍的に高まる中、法学部FD委員会は昨年度までの活動を内容的

にも実施方法の点でも大きく変更した。

　学部FD活動の主たる事業であるFD懇談会は、昨年度までは水曜日

の昼休みを使い実施し、参加者は多い回で20人弱、少ない回では10人

を割ることもあった。今年度は授業や会議の遠隔化にともない、Zoom

ミィーティングを用い、時間帯も19時開始とし、下記のように、6回の

懇談会を実施（実施予定分も含む）した。これにより、これまでは出席が

困難であった非常勤講師の皆さんや、法学部FYSにご出講いただいて

いる工学部・外国語学部の教員の皆さんにも、参加を呼びかけた。結果

として、非常に多数のご参加をいただくことができ、熱心な意見交換を

行うことができた。何よりの成果である。また現在、年度末を迎え、次

年度に控えているハイフレックス型授業の準備のための意見交換他の

会合も実施予定である。

　FD懇談会は、遠隔化にともなう準備やその過程での疑問の解消が主

たる内容となったが、あわせて法学部初年次教育についても、とりあげ

ることができた。今年度FD活動の目的・目標のひとつである、「教育プ

ログラム(専攻科目の他、本学部提供の共通教養科目などの授業を含む)

や教員(非常勤講師含む)の教育力の向上を目指し、組織的な取り組み

を行うこと」が達成できた。また、加えて、「各教員が教育内容や方法に

ついて互いに関心を持ち合う」に関しても、ある程度は達成できた。

　反面、当初予定していた、法科大学院の実践報告（成績・評価の客観化

など）に関しては、実施できなかった。次年次以降の課題としたい。

2. FD懇談会の実施内容の概略

　第１回法学部・大学院FD懇談会
　　日時　2020年4月30日19時-

　　話題提供 井上匡子
①はじめに・現状のご報告
②講義科目の遠隔講義化
③ Zoomの機能とゼミ/AL・PBL 科目などでの活用
　 投票/ブレイクアウトルーム/ホワイトボード etc.
③ゼミのプラン
④ FYSのアイディア→第3回目へ

　第2回学部・大学院FD懇談会
　　日時　2020年5月4日 19時-

　　話題提供　中村壽宏
①2020年遠隔授業新マニュアル1.1 に 即して 
② 著作権法改正が大学に与える影響

　第3回学部・大学院FD懇談会
　　日時　2020年5月6日 19時-

　　内容　遠隔授業化でのFYSの実施について–経験・情報交流会
　　話題提供他
　　　現状の確認とFYS　　　　井上匡子
　　　レポート科目とFYS    　 小山吉亮
　　　再履クラスの担当として　菊池和彦
　　質疑・意見交換
　　　Zoom機能の実習　他
　第4回学部・大学院FD懇談会
　　日時　2020年8月19日 19時-

　話題提供　足立治朗・菊池和彦
　内容　遠隔講義を振り返って、後期へむかって用いたアプリケーション
　　　　SATAの活用　他
第5回学部・大学院FD懇談会（兼非常勤講師懇談会）
　日時　2021年3月5日 19時-

　内容　「新マニュアルをめぐって–対面/遠隔/ハイフレックス」
　話題提供　中村壽宏
第6回学部・大学院FD懇談会
　日時　2021年3月23日 19時〜21時
　内容　「ICTを活用した著作権処理のポイントと補償金の対応（仮）」

　話題提供　中村壽宏　

3．次年度にむけて

　2020年度のFD活動は、遠隔化への対応の結果として非常に活発に、し

かも実質的な形で実施された。他方で、内容的には遠隔化への対応以外に

関しては、十分に実施できなかった。次年度は今年度の経験を踏まえて、

喫緊の課題だけではなく、中期的な課題に関しても取り組んでいきたい。

　なお、法学部においてFD懇談会は学部FD委員会・大学院FD委員会

の共同で実施している。

　本年度は、1）オンライン講義の利点や課題　2）学習状況調査結果を

踏まえた教育活動の改善点の2つの項目について議論を行った。1）の

項目については、主に従来の経験則に基づいて対面形式の講義と対比

した場合のオンライン形式の講義の特性について検証した。2）につい

ては、2015年度以降実施されている学習状況調査の結果について検証

をすることを主眼としている。

　1）の点に関して、次のような見解が得られた。まず全学年共通の特

徴として、オンデマンド型の講義形式であれば、修学時間帯の選択や同

一講義の反復受講などの自由度が増すという利点が挙げられる。また、

モニター越しに講義を受けるために板書が見にくいという指摘がなく

なった。また欠点として、教材の消化に学生が忙殺される可能性があり、

チャット感覚で質問できることから熟考を経ない不用意な質問が増え

たことが挙げられる。緊張感やモチベーションを維持させにくいとい

う指摘や、生活習慣の乱れを助長する懸念があるという指摘もあった。

　各年次に特筆すべきオンライン講義の特徴や課題として次のような

ものが上げられる。まず、１年次に関しては、やはり友人関係が構築し

にくいという問題が挙げられた。またFYSの場合、対面とは異なるア

プローチが必要となる、という指摘もあった。一方、4年次に関しては、

学生が例年に比べて就職活動と卒業研究を両立させにくくなっている

指摘があった。この点については、モチベーションの維持・高揚が困難

になっているという学生側の理由と論文の指導が非効率になっている

という教員側の理由が挙げられる。2、3年次については全学年共通の

特徴と同様の見解であったため割愛する。

　2）の点に関して、経済学部の場合、特に1年次に対する「あなたは何

を魅力に思い、神奈川大学を選びましたか」という設問について、第1

志望者・第2志望者・第3志望者によって回答の傾向に違いがあるとい

う興味深い結果を得た。具体的には、第１志望者は「資格・就職・将来・

知識」、第2志望者は「勉強・先輩・サークル」、第3志望者は「立地、学力、

通学」を背景に本学を選択しているという。もちろんこの結果は記述回

答を元にしているため特定の個人の意見が反映されやすくなっている

点に注意が必要であるものの、どのような教育活動を推進するべきか

についての指針を与えてくれるかもしれない。
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　例えば、第1志望や第2志望者の学生をターゲットにした教育を図る

のであれば、データサイエンスなど就職や資格取得に対して汎用性の

高い知識・技術の習得に対する指導のあり方を考える必要があるかも

しれない。一方、第2志望者や第3志望者の学生をターゲットにした教

育を図るのであれば、公務員講座や県内の経済人による講義内講演な

ど地元への密着・還元をイメージした教育のあり方が適しているかも

しれない。次年度以降累積されていく関連データも参考にしつつ、今後、

学部内のFD活動のあり方を模索・改善していく必要がある。

　経営学部では2020年度FD活動方針（目的、目標）として、以下のよう

な4つを掲げた。 

　（1）経営学部における遠隔授業の現状と課題の確認では、授業が遠隔

授業となり、教員は慣れない準備作業や機器操作に加えて実施上の様々

な課題に対応し、ある問題は解決し､またある問題は解決をあきらめる

などの経験をしてきたことと推察される。そこでこの内容を共有する

ことで、今後も起こり得るこうした状況でも、より高いレベルで対応で

きる教員への質的向上を図ることとした。（2）非常勤講師懇談会の実

施（上記(1)のテーマ併用が好ましい。）では、経営学部の教育・研究活動

の多くを依存する非常勤講師の先生方と共に学部の教育力の向上に資

する講演や研修会を実施し、非常勤講師の先生方が普段どんな問題を

抱えどのような課題を感じているかを共有する機会として、専任教員

との親睦を深める懇談の場を設けることとした。（3）FD研修会の実施

では、目前の課題として、2021年4月1日からの新学期がスムーズにス

タートできるよう、MMキャンパス校舎の具体的利用方法のイメージ

を共有しようとした。例えば、校舎各階平面図を見ながら、授業人数規

模とそれに見合った教室サイズの場所、出来れば時間割上の教室配置

案などを事務局から説明頂き、自分の動線と学生の動線等のイメージ

シミュレーションを持つことで、初日からの物理的混乱を回避するこ

とにつなげることを目的とした。（4）授業評価アンケートの組織的な

活用では、教員の授業能力向上を目的として、授業評価アンケートの結

果を分析し、より良い教育実践の方法を追究することとした。 

　しかし今回のコロナ禍対応と学部長交代やカリキュラムの再編など

に翻弄され、教員各自が授業評価アンケートを確認するに留まっている。 

　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なければならないが、それらは次年度

へ引き継がれることとなろう。 

　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、学部共通の学修支援活動を行ったことに加え、以下の

とおり4学科個々の特徴に応じたFD活動を実施した。

＜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教育課題の改訂を行った。 

2．カリキュラムの改訂 

　今年度の1年生から適用される新カリキュラムの2つのプログラム（IES

とGEC）が、それぞれのカリキュラム委員会で随時実施状況を確認しな

がら運営された。来年度は1〜2年生への適用となるため、各カリキュラ

ム委員会で実施に向けた準備を行った。

3．教員の授業改善に関する取り組み

　（1）11月28日に非常勤講師との打合せ会を開催し、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）年間をとおしてSlack上で専任教員間及び非常勤講師

との間で、遠隔授業に関する情報や意見交換を継続的に行った。遠隔授

業の実施方法についてのシンポジウム開催の情報や個々の教員の実践、

テクニカルな問題の解決方法を互いに共有した。（3）1年生の英語スキ

ル科目の外部委託業者と学期期間中をとおして緊密に連携を取り、学生

の学修状況、テストの内容と実施方法、学習到達度を随時確認しながら

授業を実施した。また、学期ごとに中間報告会と期末報告会兼成績判定

会議を実施し、外部委託業者と専任教員で問題点と改善案を協議した。

来年度も同様の形で連携する。

4．学生の課外活動に関する取り組み 

　（1）English Expressをオンラインで開催する体制を整えたことで、多

くの学生が利用することができた。来年度は English Expressの出席を

英語スキル科目の成績の一部とし、学生の参加をより促す。（2）来年度は

従来のSpeech Contestの形式を改め、Presentation Contestとして再

編し、現代社会でより必要とされるパワーポイント等を用いた英語のプ

レゼンテーションの部門を設置する予定である。

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、ジャパンタイムズ出版に勤める卒業生を

講演者として招き、「大学を卒業したら―海外や英語の本の出版編集に携

わって」というタイトルで学生向けの講演会を開催した。

＜スペイン語学科＞ 

1．授業改善に関する取り組み

　（1）新カリキュラムの開始にともない、1年次授業の小クラス制を充

実させ、また授業の効果的な運営と改善の検討を続けた。（2）授業の運

営・改善については、非常勤講師を含む教員間で科目や学年ごとにメー

ルやZoomにより情報・意見交換を継続したほか、3月3日にオンライン

教員懇親会を開催して情報交換等を行った。（3）新カリキュラムにお

ける留学プログラムの一環として、現地研修予定者への事前履修指導

を行った。また組織的な支援体制の整備に向けて検討を続けた。（4）新

入生ガイダンスを補う機会として、12月1-2日に1年生向けスペイン語

演習授業を対面で実施し、履修指導を行った。

2．学生の課外活動に関する取り組み

　対面活動はできなかったものの、次の活動を行うことができた。（1）

11月26日、外国語学部文化ウィークの一環として、スペイン語スピー

チコンテストをオンラインで実施し、多数の学生が参加して活発な交

流の場となった。（2）12月5日、就職懇談会をオンライン開催し、卒業

生と内定学生が体験紹介を行った。（3）Spanish Expressをオンライ

ンで開講して、学生のスペイン語学修に対する支援・指導を継続した。

（4）例年のような、スペイン語検定（DELE、西検）受験への組織的支援は

できなかったが、Spanish Expressでの受験対策や指導を続けた。

＜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適宜協議した。（2）オンラインによる遠隔授業の

開始にあたって、4月に非常勤講師との打合せ会議を開催したほか、当該

の会議前後にもオンライン・ツールの利用による遠隔授業の運営方法や

留意点等に関する学会や他大学から提供された情報を随時共有した。年

度末を迎える１月に再び非常勤講師との打合せ会議を開催して、今年度

の遠隔授業を振り返り、種々の問題点や工夫を要した点、履修者の学修状

況、次年度へ向けての展望等について意見交換を行った。（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。 

外国語学部 FD 委員会委員長　新木　秀和

外国語学部

経営学部 FD 委員会委員長　嶋谷　誠司

経営学部
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2．学科主催の行事及び課外活動に関する取り組み

　学生主体の学修として、毎年恒例の卒論中間報告会（8月）や就職懇談

会（12月）、卒論口頭試問・卒論文集編集等は、Zoomを利用しオンライン

で開催した。また、社会貢献講座（「香港の現在（いま）―現地からの声」）

も12月にオンライン開催した。海外実施ゼミ（8-9月）やスピーチコンテ

スト、HSK学内受験（12月）はコロナ禍により中止を余儀なくされたが、

年度を通して、オンラインで実施できる取り組みはオンラインで行うよ

う心がけた。現在は、１年生が来年度2年目の学生生活をむかえるにあた

り、学生主催の懇親会を3月に実施することになっている。

＜国際文化交流学科＞ 

1．専任教員と非常勤講師との会議

　例年は各部会（英語部会、地域言語部会、人文部会）主催によるワーク

ショップ、講演会などが開催され情報・意見交換を行っていたが、今年

度については開催を見送ることとなった。

2．教員の授業改善に関する取り組み

　今年度は遠隔授業による授業運営となり、授業開始前から対策を練っ

た。オンライン互助メーリングリストを構築し、専任教員及び非常勤講

師の授業運営を円滑にすすめるようにヘルプを提供した。その後のオ

ンライン授業に関する情報交換をする場としても利用された。

3．学生の課外活動に関する取り組み

　文化ウィーク実行委員会によるイベントが今年度は国際日本学部国

際文化交流学科と合同主催で行われた。Bunkademy Awardsでは学習

成果をメッセージ部門、文化芸術部門、語学部門に分けて学生から投稿

動画を募集した。11月17日から1月20日の期間に募集し、2月に投票・

審査により受賞者が決定する。

4．学生の学修状況改善に関する取り組み

　学修活動に配慮が必要とされる学生が遠隔授業体制においても学修

を継続できるようにするため、学科主任・講義担当教員・教育支援セン

ターとの間で学生の特性に応じた学修環境の構築を検討し、その実践を

試みた。

　今年度新設された国際日本学部では、年度初めからCOVID-19によ

る非常に困難な状況のなか、できる限りの活動を行ってきた。各三学科

（国際文化交流学科、日本文化学科、歴史民俗学科）それぞれの特殊な事

情を考慮しオンラインによる授業、会議、各種活動をできるだけ円滑に

行えるよう以下のように配慮した。

1．入学前教育課題 

　推薦入試合格者に対して実施している入学前教育課題の改訂を行った。 

2. 専任教員と非常勤講師との会議

　例年国際文化交流学科では各部会（英語部会、地域言語部会、人文部

会）主催によるワークショップ、講演会、などが開催され情報・意見交換

を行っていたが、本年度については開催を見送ることとなった。

3．教員の授業改善に関する取り組み

　今年度は異例の遠隔授業による授業運営となり、授業開始前から対

策を練った。1）オンライン互助メーリングリストを構築し、専任教員

及び非常勤講師の授業運営を円滑にすすめるようにヘルプを提供した。

その後のオンライン授業に関する情報交換をする場としても利用された。

2）英語教育部会ではe-learning説明会をZoomにて2回開催し、活用を

推奨した。3）各学科で定期的に相談会や意見交換会を開催し、遠隔授業

による授業運営に関わる問題と授業改善の策について情報交換を行った。

4. 学生の課外活動に関する取り組み 

　学生主催の文化交流イベントが今年度は外国語学部の文化ウィーク

実行委員会と合同で行われた。Bunkademy Awardsでは学生から学習

成果をメッセージ部門、文化芸術部門、語学部門に分けて投稿動画を募

集した。2020年11月17日〜2021年1月20日の期間に募集し、2月に

投票・審査により受賞者が決定する。

5. カリキュラム再編

　新学科で出した新しい授業について、シラバスに即しつつも授業担当

者で実際の運用について意見交換し、改善をした。次年度から出す新し

い授業についても、シラバスに即しつつ運用について意見交換をしあった。 

　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、2019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。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を、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」の教科に関

する科目を提供しているが、2015年の中央教育審議会による答申を踏

まえ、教職課程のみならず学部全体のカリキュラム改訂を行った。具体

的には、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

対応を踏まえた科目の新設、教職課程に関わる質向上・保証のための非

常勤講師から専任教員への科目担当者の変更、アクティブ・ラーニング

を取り入れるための複数教員による科目担当への切替えなどを行った。 

　また、心理発達コースでは、2020年度より公認心理師への対応のため

の新たなカリキュラムを開始した。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て今回のカリキュラムの改訂を行った。 

　一方、心理発達コース、スポーツ健康コース、人間社会コース、教職課

程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、各コース・

部会の現状や課題を共有するとともに、2022年度の実現を目指した人

間科学科の新基軸及び将来構想について検討を行っている。今年度は、

2021年度から予定されている17号館改修に向け、各コースの研究室及

び共同研究室等の配置変更や、学部創設時からの課題である大学内に点

在する関連施設（心理実験室、大学院研究室等）を17号館内に集約する

ための議論を行った。また、同じく学部創設時からの課題である「人間

科学研究所」（仮称）の設置に向け、人間科学分野における研究及び教育

への貢献を目指す研究所の理念（設立趣旨）や指針（規程）などについて

も議論を行った。   

　本年度はコロナ禍による全学オンライン授業を実施することになり

本年度初頭から激動の年度となった。理学部は2023年に横浜キャンパ

スへの移転が予定されているが、2021-2022年度はひらつかキャンパ

スに理学部だけが残ることになりその期間の共通教養教育など課題が

あるところに、授業のオンライン化が必要とされ、さらなる教育におけ

るFD活動が必要となってきた。横浜移転までの期間に、教員の配置変

更によるカリキュラム再編成、教育、研究に必要な設備や機器装置の移

転計画、在学生と受験生への移転の周知と対応などの移転にともなう

具体的な準備を粛々と進める必要があり、例年とは異なる大変さを教

員一同感じることとなった。コロナ禍が収束するまでの間に教育・研究

活動、組織運営、社会貢献活動にわたるFD諸活動は最小限ではあるが

維持されていた。

　前学期におけるFD活動の大きな動きとしては、急遽決まったオンラ

イン授業について様々な方法論や問題の炙り出しを行うため、理学部

国際日本学部 FD 委員会委員長　大島　希巳江

国際日本学部

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　川東　健

理学部
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教員によるSlack掲示板を設置し、ZoomやTeamsなどの使用法につ

いて情報を共有し、オンライン授業の進め方についての議論が交わさ

れた。リアルタイム形式だけでなく、オンデマンド形式でも学生が参加

できるようにMicrosoft Streamなどのサーバーの利用促進が図られた。

またオンライン授業の補助員としてのTAの参加は大いに教員の助け

になったとの意見が多かった。

　後学期においては、実験系や卒業研究に関連する授業が対面により再

開されたが、大半の授業はオンライン授業を継続せざるを得なかった。対

面授業に参加できないオンラインで参加する学生に対しても同様の授業

品質を提供するため、対面と同時に配信するなどの試行錯誤が行われた。

理学部談話会はオンラインにより再開され、新たな形式として定着しつ

つある。各学科の卒業研究発表会もZoomによるオンライン形式で実施

され、従来の一同に会する形式とは違った新たな生活様式に沿った形態

に変化しつつあることを感じた。3月にはSHC経営学部と合同の退職教

員の最終講義がオンラインにより実施される予定である。

　このようにコロナ禍が続く現状ではFDは各個に委ねられる局面が

多かったが、来年度には対面とオンラインの両方に対応できる教育の

質の確保などを議論していくのが課題である。

　今年度は、年度当初に急遽、これまでに経験の無い状況下での授業の

運営が必要となった。しかし、FD活動は授業改善のための不断の取り

組みであり、これまで進められてきたFD活動の継続的実施、ならびに、

外部組織のFD活動にもアンテナを張りながら、より効果的なFD活動

を模索することになった。 

1．今年度の工学部FD活動方針 

　これまで各学科・教室で継続している研究授業（旧、模擬授業）を今年

度も原則として継続することにした。ただし、前学期は急遽決まった遠

隔授業などへの対応が優先されるため、研究授業の実施は原則後学期

とした。なお、研究授業の成果は、ザイトスのFD関連のフォルダに保

管し、工学部教員間での情報の共有化を継続することとした。 

　また学部FD活動予算の使用方法について、FDフォーラム等への参

加費用に充てることとした。 

2．研究授業の実施  

　今年度は、遠隔による講義、実験・実習を中心に、各学科・教室におい

て研究授業を実施した。 

　例えば、英語による講義科目「基礎電気数学Ⅱ」では、10名以上の教

員が参加し、Zoomによるオンタイム型での授業の進行の仕方など、参

考になる多くの事柄が提示された。オンタイム型による物質生命化学

科の実験・実習系科目では、実験・実習の効果を上げるためにSA・TAの

役割が重要となる点が指摘された。また、動画資料の学生への提示の仕

方などの課題が示された。さらに、オンデマンド型式で実施した経営工

学科の演習系科目では、動画ファイル1本あたりの時間、音声の入れ方

などについて、貴重な意見が得られた。学生へのアンケート結果から、

学生はオンデマンド型の演習を概ね好意的に受け入れており、課題に

も熱心に取り組んだ様子がうかがえた。その反面、課題の分量が多いと

の指摘が多数の学生からあがるなど、今後の課題も明らかになった。 

　このように各学科・教室とも、特に実験・実習科目には多くのリソー

スを投入し、教育目標を達成するための創意工夫をしながら、効果的な

教育を実施した。その結果、遠隔授業における講義、実験・実習の良い

点と課題が明らかになり、今後の工学教育を再考する上で貴重な情報

を得ることが出来た。 

3．来年度に向けて 

　新たな時代の工学教育に向け、FD活動への取り組みはますます重要

度を増すと考える。教育現場でのICT化が進む現在、遠隔授業の良い面

を工学教育に取り入れることは、時代の求める方向とも言える。今年度

の経験により、遠隔授業の良さと課題も明らかになりつつある。今年度

の経験を生かしながら、来年度はより進化した教育の姿を創造する年

と位置付け、活発なFD活動の推進を目指す。

　今年度はコロナ禍に翻弄された一年だった。大学院の授業のほとん

どはオンラインまたはオンデマンドの遠隔授業、学務委員会は全てメー

ル会議となった。 

　前期の大学院入試説明会は中止となり、後期には、5研究科がオンラ

インによる研究科別入試説明会を実施した。理学研究科は、11月7日に

実施し、参加者20名、歴史民俗資料学研究科は、11月28日に実施し、参

加者7名であった。経済学研究科、外国語学研究科、人間科学研究科の3

研究科は、いずれも12月5日に実施し、参加者はそれぞれ9名、6名、10

名であった。Zoomを用いた初のオンライン説明会であったが、複数の

担当教員が、活発な質疑応答が行われたと報告している。 

　遠隔授業については、大学院生と教員の双方から、そのメリットとデ

メリットの両方の感想が寄せられている。教育支援センターが実施し

た前後学期二度の「遠隔授業の有効性と課題」に関する調査アンケート

によると、大学院生・教員ともに、講義科目の遠隔授業の有効性を認め

る回答が多いのに対して、実習・実技・実験では「不満」「とても不満」と

いう回答が多くなる傾向にあった。 

　自由記述欄には、遠隔授業の有効性について、「授業外で学習する時

間が増えた」「通学時間が省ける」「通学による感染の心配がない」「授業

で使う動画を複数回視聴できる」「生徒思いの先生の授業は対面授業と

同等、もしくはそれ以上に充実している」などの感想があった。 

　他方、遠隔授業の弊害として、「家族がいる中で双方向型の授業を行う

のは…非常にストレス」「学生同士の対話ができない」「成長できたのかほ

とんど実感できていない」「早く対面授業にしてほしいです。後期も遠隔

授業になったら…学費を返してほしい」など、切実で厳しい意見があげ

られている。ただし、最後の意見とは反対に、「コロナが収束していない

状況で後期に対面に戻ってしまうことに不安がある。遠隔授業は…継続

したい」という意見があったことも付け加えておきたい。 

　大学院生の意見は、本学大学院における遠隔授業の課題を浮き彫り

にしている。今後の本学における大学院生教育は、コロナ禍が収束する

か長期化するかにかかわらず、「新しい生活様式」に対応しながら、論文

指導や実験指導も含めてその質を保証していく工夫と努力が求められ

ている。 

　最後になるが、第8回委員会（12月）では、第5回自己点検・評価全学委

員会からの意見聴取に応じ、これまで理学研究科を除く各研究科が認め

てきた「単位取得後退学者への課程博士号の認定」の廃止について検討

した。審議の結果、すでに2017年度大学院学務委員会答申に記したと

おり、改めて学生の不利益への対処（「長期履修制度の導入」など）を確認

するよう意見を付した上で、審議事項を承認することとした。 

　年を越えて第9回委員会（1月）では、2021年度大学院学務委員会への

引継ぎ事項（案）について審議した。継続の引継ぎ事項であった「2. 厳

格な成績評価と特別科目等履修生制度のあり方について（継続）」の項

目を削除し、「単位取得後退学者への課程博士号の認定」の廃止にとも

なう新たな引継ぎ事項として、「2.博士後期課程大学院生の学修環境向

上に向けた検討（新規）」の項目を追加した。

大学院学務委員会委員　関口　博巨

大学院

工学部 FD 委員会委員長　石井　信明

工学部
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「第2回遠隔授業の有効性と課題に関する調査アンケート
　  ―課題と成績評価―」　実施報告

※1：授業形態は「講義」「語学」「演習・実技（ゼミ・FYS含む）」「実験・実習
（卒研含む）」の4つに分類した。

（1）学生 

　出席課題やリアクションペーパー、小テスト、予習など、ほぼ

毎週の授業で課された課題がどの程度あったのかを尋ねた。一人

当たり「7〜9科目」が31％と最も多く、半数以上の学生が毎週7

科目以上の課題が課されていた。  

　一つの課題に取り組んだ時間として、約半数の学生が「1〜2時間」

を要しており、一定の時間を費やして取り組んでいる。

　課題の量に対して、「とても多かった」「多かった」と回答した

学生は約80％で、ほとんどの学生が毎週の課題が多いと感じて

いる。  

　課題の量の多さが目立つ一方で、ほとんど（約95％）の学生が期

限内に課題を「ほとんど提出できた」「おおむね提出できた」と回

答している。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、神奈川大学では

2020年度後学期の授業についても前学期に引き続き遠隔授業を

中心に実施しました。92年の歴史を持つ本学においても、遠隔授

業の実施は初の試みであったため、教育支援センターでは遠隔授

業実施対策本部の下で前学期「遠隔授業の有効性と課題に関する

調査アンケート」を実施し、遠隔授業の履修や授業運営の課題と

有効性を調査しました。この調査アンケートの結果、学生からは

「課題の多さ」や「レポート提出への不安」、教員からは「定期試験

を実施できない」「学生がきちんと授業を受けているか分からない」

などの課題が浮き彫りとなったことを受け、第2回調査アンケー

トでは「課題」と「成績評価」に特化し、2020年度後学期の成績評

価の参考となるデータの収集を目的に実施しました。 

　第2回調査アンケートでは、後学期が開始されてから約1か月後

の10月22日（木）から11月1日（日）にわたり、遠隔授業実施対策

本部を通じて全学生・教員に対して周知・実施され、学生1,825名

（前回3,900名）、教員428名（前回536名）の回答が得られました。 

教育支援センターでは、第2回調査アンケートの実施から調査結

果集計、そして9〜10頁のFD研修会までの一連の流れをFD活動

としても位置付けており、遠隔授業の全学的な教育改善を目指し

た取り組みについて報告します。

  [調査の概要] 
1．調査対象 

•学生：2020年度前学期授業を履修した学生 

•教員：2020年度前学期授業を担当した専任教員・非常勤
　　　講師  

2．調査方法 

• Microsoft Formsによるアンケート調査 

•無記名での回答とする（ただし所属学部・学科、職位、
学年のみ回答必須とする） 

•1人1回のみ回答可、ただし期間中の再回答（修正）を可と
する 

3．調査期間 

• 2020年10月22日（木）〜11月1日（日） 

4．回答者数 

学生：1,825名（対象者17,885名　回答率10.2％） 

教員：   428名（対象者 1,534名　回答率27.9％）

　学生・教員ともに、個々の授業科目ではなく遠隔授業全般もし

くは授業形態※1に対する回答を求めました。学生には全29問、教

員には全22問を設けましたが、ここでは一部の設問項目のみを抜

粋して報告します。 

■ 1～3科目

■ 10～12科目

■ 7～9科目

■ ほぼ毎日課題が課された
　 科目はなかった

■ 4～6科目

■ 13科目以上

■ 30分未満　■ 30分～1時間　■ 1～2時間　■ 2時間以上　■ 取り組まなかった

■ とても多かった　■ 多かった　■ ちょうどよかった　■ 少なかった　■ とても少なかった
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講義

語学

演習・実技

実験・実習

■ ほとんど提出できた

■ あまり提出できなかった

■ おおむね提出できた

■ ほとんど提出できなかった

①ほぼ毎週の課題が課された科目数（問3） 

②一つの課題にかける時間（問4）

③課題の量（問5） 

④期限内の課題の提出（問8） 

１．第2回調査アンケートの実施に至るまで

2．調査結果報告
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　課題の多さによる負担感がある一方で、課題が授業内容の理解

や知識の定着につながったと「とても感じた」「やや感じた」の肯

定的な回答をした学生が約半数を占めた。逆に、「どちらでもない」

「あまり感じなかった」「まったく感じなかった」と否定的な回答

も半数を占めた。 

　定期試験が実施できなかったことから、最終課題としてレ

ポートがどの程度あったのかを尋ねた。一人当たり「4〜6科目」

が37％、「7〜9科目」が約31％という回答結果であった。 

　定期試験が実施できなかったことから、最終課題としてウェ

ブでの試験（論述試験、客観試験、口述試験）がどの程度あったの

かを尋ねた。一人当たり「1〜3科目」が約52％、「4〜6科目」が約

20％という回答結果で、ウェブでの試験は⑥のレポートの数に比

べて少なかったことが分かった。 

　不慣れな遠隔授業だったため1年次の単位修得が難航すること

も予想されたが、「問題なく修得できた」「大変だったが修得できた」

の肯定的な回答が約90%と単位修得状況はおおむね良好だった。 

 

　2019年度までの面接（対面）授業に比べてGPAなど2020年度

前学期の成績に変化があったか尋ねたところ、「かなり上がった」

「少し上がった」が合わせて約44％、「少し下がった」「かなり下がっ

た」が合わせて約21％となり、成績が向上した学生の方が多いこ

とが分かった。 

　教員からの成績評価に対して学生がどのように感じたかを尋

ねたところ、「ほとんどの科目で適切に評価された」「適切に評価

された科目の方が多かった」が合わせて約67％となり、遠隔授業

であっても適切な評価がなされたと推測できる。

（2）教員 

　授業形態により差があるが、課題として「レポート」を課して

いる割合が高かった。 

　課題を通じた学生の授業内容の理解・知識の定着について、「と

ても感じる」「やや感じる」が合わせて約70％を占め、課題に教育

効果があったことがうかがえる。（１）学生⑤と比べ、教員の方が

学生の回答よりも肯定的に捉えていることが分かった。 

⑥最終課題としてレポートが課された科目数（問14）

⑧ 1 年次の遠隔授業の単位修得について（問24） 

⑤課題を通じた授業内容の理解・知識の定着（問11）  ⑨ 2 年次以上の成績（GPA）変化について（問 25） 

⑩自身の学習成果が適切に評価されたと感じるか（問26）  

①毎週の授業で課した課題（問5） 

②課題を通じた授業内容の理解・知識の定着（問7） 
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語学

演習・実技

実験・実習

■ とても感じた

■ あまり感じなかった

■ やや感じた

■ まったく感じなかった

■ どちらでもない

■ 1～3科目

■ 10～12科目

■ 4～6科目

■ 13科目以上

■ 7～9科目

■ 最終課題（レポート）はなかった

⑦ウェブでの試験が課された科目数（問22） 

■ 1～3科目

■ 10～12科目

■ 4～6科目

■ 13科目以上

■ 7～9科目

■ 試験はなかった

■ 問題なく修得できた ■ 大変だったが修得できた

■ あまり修得できなかった ■ ほとんど修得できなかった

■ かなり上がった

■ 少し下がった

■ 少し上がった

■ かなり下がった

■ あまり変わらない

■ ほとんどの科目で
　 適切に評価された

■ 適切に評価された
　 科目の方が少なかった

■ 適切に評価された
　 科目の方が多かった

■ ほとんどの科目で
　 適切に評価されなかった

■ どちらともいえない
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■ リアクションペーパー

■ 予習

■ 小テスト

■ その他

■ レポート

■ 毎週は課題を課さなかった
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■ とても感じる

■ あまり感じない
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■ まったく感じない

■ どちらでもない

■ 毎週は課題を課さなかった
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　最終課題として課したレポートに要する期間として、半数の教

員が「1週間以内」「1〜2週間」を想定している。なお、約23％の

教員はレポートを課していなかった。 

　定期試験が実施されなかったことにより、ウェブでの試験（論

述試験・客観試験・口頭試験）を採用した場合の試験時間は、「30

〜60分」が最も多く、「30分未満」と「61〜100分」が同数であっ

た。なお、約62％の教員がウェブでの試験を実施していないこと

が分かった。

　遠隔授業であっても、ほとんどの教員が履修者を適切に評価「で

きた」「おおむねできた」と回答している。

（1）ほぼ毎週の課題に対して 

　ほぼ毎週の課題に負担を感じるものの、課題が復習につながっ

た、勉強時間が増えた分だけ理解が深まった、という肯定的な声

も届きました。また遠隔授業の長所である、いつでも資料にアク

セスできることや通学時間がなくなったことで好きな時間に課

題に取り組める有効性もうかがえました。 

　一方で、1週間のうちに複数の課題をこなすことへの負担感、

授業と関連性が見られない課題への疑問、授業と課題以外の時間

（資格取得の勉強や趣味）を作れない、課題の提出先を統一してほ

しい、1年次からの配慮やサポートを希望する声など、課題も多

く寄せられました。 

（2）レポート・試験・成績評価に対して 

　肯定的な意見として、定期試験では一夜漬けになりがちだがレ

ポートなど制限時間がない課題にじっくり取り組める、ウェブの

試験は静かな環境で集中して取り組める、語学の口述試験では発

音に直接アドバイスをもらえるなどが寄せられました。 

　否定的な意見としては、カンニングなどの不正が行われる可能

性のある試験方法への不公平感、システムや通信のトラブルへの

配慮、提出期限が短いレポートが複数重なることへの不満などが

寄せられました。 

　そして、遠隔授業で課題やレポートが増えたことによって、一

生懸命取り組んだ課題やレポートに対するフィードバックを希

望する学生が多いのが印象的でした。同時に、課題に対して教員

からのコメントが届くことへの充実感や満足感といった声も寄

せられました。 

（1）課題やレポートへの工夫 

　授業前にあらかじめ資料と簡単な宿題を出して予習させるこ

と、インターネットでは調べにくい記述式の解答を求める課題を

出すこと、小レポートの誤答にコメントを届けること、参照・持込

可を前提とした試験問題を作成すること、最終レポート内容を早

めに提示して取り組む時間を十分に確保することなど、遠隔授業

で工夫された取り組みが寄せられました。 

（2）評価方法への工夫

　Microsoft Formsでの自動採点、定期試験1回に頼らない複数

の課題を通じた評価、客観的なレポート評価のために点数表に基

づく採点、コロナによる欠席に配慮できるよう複数回の評価機会

を設けるなど、公平性を担保するような工夫が多く寄せられました。 

（3）遠隔授業での課題 

　講義資料のほか小テスト作成に時間がかかる、課題量の設定の

難しさ（学習時間の確保と学生の負担感のバランス）、学生一人ひ

とりへのフィードバックの作業時間を作れない、受講者数が多い

授業で試験ができない、試験のカンニングやレポートの写しを防

げない、学生の個人情報の扱いが難しいなど、教員からの負担感

や評価の難しさの声が寄せられました。

3．学生からの自由記述の傾向 

4．教員からの自由記述の傾向 

●  Google フォームなどでオンタイム実施 

●  Zoomをつないだ状態で制限時間を設け実施 

●  解答のほか、途中計算をファイルで提出 

●  毎週の小テストを合わせて100題の試験問題をウェブに
公開、合格まで再受験可 

●  翻訳ソフトでは回答できない問題設定 

●  検索など自由にできる記述式問題 

●  問題や記述を増やして1 週間以内に回答 

●  Zoomで1対 1の面接による会話の試験 

●  PowerPointと学生自身の顔をビデオに収めた動画の提出 

●  手書きの文書や図を撮影して提出 

●  学生自身の発音を録音した音声ファイルの提出

ウェブでの試験の実例

③最終課題（レポート）に要する期間の想定（問10） 

④ウェブでの試験の実施（問 14）  

⑤遠隔授業での履修者の適切な評価（問 20） 

■ 1週間以内　■ 1～2週間　■ 2～3週間　■ 3週間以上 ■ 最終課題（レポート）は
　 課さなかった

■ その他

■ 30分未満　■ 30分～60分　■ 61～100分　■ 実施していない　■ その他
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■ できた
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■ どちらとも言えない

8



　第2回本調査アンケートでは、遠隔授業における課題の多さと

いう指摘に対して、その実態を探ることができました。半数以上

の学生が1週間に7科目以上の課題を抱えており、1つの課題に1

〜2時間を要する傾向にあり、遠隔授業では一定程度の学習時間

が必要であることが分かりました。学生からは、課題の多さに対

して否定的な意見の方が多く寄せられていますが、「海外の大学

では毎週課題は当たり前」「より授業を真剣に聞くようになった」

という前向きな意見も寄せられました。 

　ここで、改めて単位制度の趣旨に立ち戻って考えてみます。大

学設置基準では1単位当たりの学習時間は45時間と定められて

います。多くの授業は2単位のため、1科目2単位の修得には90

時間の学習が必要です。このうち、授業時間は100分×14週＝

1,400分（本学では1,400分を30時間とみなす）のため、約60時

間は授業外での学習が必要となります。14週で考えると、1科目

あたり週に約4時間となるため、それなりの学習時間が必要です。

この単位制度に則れば、2020年度の遠隔授業における課題の量

は適切だったと言うこともできます。 

　しかし、学生からは、こなすだけの課題やまだ学習していない

範囲の課題が課されるなど否定的なの意見もあり、大学としては

課題の出し方を工夫する必要があるようです。また、大学生活に

おいては授業以外にもアルバイトやサークル活動、就職活動や資

格取得の時間など、大学は学生の多岐にわたる学びの機会がある

ことを考慮し、これを保証することも必要と言えるでしょう。 

5．最後に 　一方で、教員の立場からすると、1つの授業科目だけを担当し

ているわけではなく、履修者が100名を超す授業を担当する場合

も多くあります。課題を課すことには課題作成と評価も伴うため、

課題における負担は学生・教員の双方に生じているのを忘れるこ

とはできません。本調査アンケートを通じて、遠隔授業であって

も質を落とさないための工夫や苦労、授業を良くするための改善

要求なども多く届けられていることから分かるように、やみくも

に課題を課しているわけではありません。今後は学生と教員の

両者が納得できる授業となることが望まれます。 

　ところで、大学設置基準には、各授業科目の単位数を定めるに

あたっては授業方法に応じて教育効果や授業時間外に必要な学

修等を考慮すること、学生が各年次にわたって適切に授業科目を

履修するために年間・学期あたりに登録できる単位数の上限を定

めることなど、大学にとっては当たり前のことが規定されていま

すが、この遠隔授業をきっかけとして今の教育課程そのものを考

え直すことも大学に必要な視点かもしれません。教育支援セン

ターでもFD活動を通じて、これらの課題解決や大学教育の向上

に努めてまいります。 

2020年度 神奈川大学第 2 回 FD研修会開催報告

遠隔授業の有効性と課題を考える ―後学期アンケートと実践報告を中心に―

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、本学では2020年

度前学期と同様に後学期においても、学内施設を使用すること

が不可欠等な一部授業科目を除いて遠隔授業の実施が中心とな

りました。第1回FD研修会では、「遠隔授業の有効性と課題に関

する調査アンケート」の集計結果に基づいて、前学期の遠隔授業

を振り返るとともに、他大学から講師を招いて、遠隔授業の今後

のあり方について考えました。第2回FD研修会では、引き続き

遠隔授業をテーマとして、後学期に遠隔授業対策実施本部の下、

実施した第2回同調査アンケートの｢課題と成績評価｣に関する

集計結果と合わせて授業の実践事例を報告いただくことで、遠

隔授業の改善について考えました。

■ 日　時：2020年11月25日（水）　15:30 ～17:30

■ 場　所：Zoomミーティング（Web 会議システム）

■ 主　催：神奈川大学教育支援センター、

　　　　　 神奈川大学遠隔授業実施対策本部

■ 参加者：計82名（専任教員 67名（内新任教員 50名）、
　　　　　　　　　  非常勤講師 9 名、職員 6 名）

　前学期に実施した「遠隔授業の有効性と課題に関するアンケー

ト結果」にて学生から「課題の多さ」、「課題・レポートをきちんと

提出できたか不安」、教員からも「定期試験を実施できない」、「学

生がきちんと授業を受けているかわからない」という課題が挙げ

られました。これを受けて後学期に実施した第2回目では「課題

と成績評価」を中心にアンケートを実施し、特に①「ほぼ毎回の授

業における課題」、②「最終課題と成績評価」、③「ウェブ試験と

報告

遠隔授業の有効性と課題に関する調査アンケート
　 ―課題と成績評価―集計結果報告

教育支援センター所長（経営学部教授）　髙城　玲

ツール」を主たる観点として集計報告を行いました。暫定的なま

とめとして、①では学生は教員の想定より多くの時間を費やして

いること、また、科目ごとに提出するツールが統一されていない中、

特に1年次において十分に相談もできない状況から、学生の主観的

な授業の定着度は教員の認識より低い傾向が指摘されました。②

ではレポート数の増加に伴い、短期集中で最終課題に取り組むこ

とから、学生は教員の想定より短い時間で最終レポートを仕上げ

ており、レポート提出を主とする成績評価では、内容に関する適切

な評価が難しい場合もあるとの意見が紹介されました。③ではウェ

ブ試験時の通信環境の不具合に関する配慮やLMSの安定的運用

及びLMSやツールの統一の必要性もあり、ウェブでの公正な試験

確保の難しさが残ることが報告されました。他方で一回限りの試

験から基準をクリアするまで繰り返して実施する試験などの工夫

が見られたことも紹介されました（第2回調査アンケートの集計

結果については6〜9頁を参照）。 

教育支援センター HPトップ   ▶︎  教育活動  もしくは  トピックス

教育支援センターホームページにて本調査の 

アンケートの全集計結果を公開しています。
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　2018年、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｣が発表されました。今後高等教育を

取り巻く環境がますます厳しくなる中で、本学のさらなる発展を

実現させるためには、予測不可能な時代を生きる人材育成や教育

と研究を通じた地域への貢献などが求められています。

　こうした中、｢将来像答申｣（2005年）、｢学士力答申｣（2008年）

及び「質転換答申」（2012年）等を踏まえ、IR機能を活用した学修

者本位の教育への転換、多様性と柔軟性を確保した教育研究体制、

学びの質保証の再構築等、本学のグランドデザインの方向性につ

いて考えるため、2020年度IR・FD研修会「神奈川大学のグラン

ドデザインを考える ―2040年に向けた高等教育のグランドデザ

イン（答申）を踏まえて―」を開催しました。

　開会にあたり神奈川大学副学長（自己点検・評価全学委員会委

員長）である山本 博教授から挨拶があり、本研修会を通じて、大

学を取り巻く様々な変化にいかに対応していくか、教育の質保

証をどのように担保していくか等について考える契機としたい

との発言がありました。

　続いて神奈川大学法学部小山 竜司特任教授より、｢神奈川大学

のグランドデザインをみんなで考えはじめる ―2040年に向け

た高等教育のグランドデザイン（答申）を踏まえて―」と題し、講

演が行われました。概要は以下のとおりです。

2020年度　IR・FD研修会を開催しました

■日　　時：2021年 3 月 3 日（水）　15:00 ～16:30

■開催方法：Zoom ミーティング方式（Web 会議システム）

■ 対 象 者：神奈川大学教職員

■主　　催：自己点検・評価全学委員会／FD・学生支援推進委員会

■講 演 者：神奈川大学法学部　小山 竜司 特任教授
　　　　　   （元文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長・私学助成課長）

■ 参加人数：計79名（専任教員44名、非常勤講師 2名、

　　　　　　 事務職員33名）

1．2005年「我が国の高等教育の将来像」答申

2．2018年「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」
　  答申

3．政治主導・官邸主導による高等教育政策の新展開

4．これからの高等教育政策と大学経営の双方向性
　　　～常に「建学の精神」に立ち返りながら～

　経営工学科のカリキュラムの特性及び到達目標を前提とし、「制

御プログラミング演習」における遠隔授業での授業実践及び課題

について報告がありました。授業運営方針にて「演習を自宅で実

施できる環境の提供」、「ハイブリッド型授業（オンデマンド授業

（いつでも学べる環境の提供）とZoom授業（リアルタイムで質問

に応対）とを併用」を採用した一方、講義と演習の到達目標（講義：

知識や考え方の修得/演習：体験を通じてスキルを身に着け実践

できる）が異なり、達成度の確認や公平・公正な評価が難しい等の

ジレンマを感じているとしました。また授業内で実施したアンケー

トからは授業の目標はおおむね達成できているとし、学生が自分

のペースで繰り返し学べる長所がある一方、対面授業のようにす

ぐ質問ができない等の短所もあり、オンラインの特長を活かしな

がら必要な対面授業を取り入れる方式の効果が高いとしました。 

　報告のあとに、法学部小山竜司特任教授から、今後は単位の実

質化やハイブリット型授業に向けた各教員のレジリエントな対

応が必要とのコメントがありました。また、実践報告された教員

に対してはレポート課題提供やフィードバックに関するきめ細

やかな対応に関する質疑応答もあり、本学で2回目となるオンラ

インの研修会は参加者も例年よりも多く、今後の遠隔授業対策へ

の有意義なものとなりました。

① 遠隔授業の実践報告 

遠隔授業の歓びと苦しみ ―ポストコロナを見据えて―

法学部教授（法学部FD委員会委員長）　井上 匡子

　講義型授業、専門演習及びアクティブ・ラーニング科目（共通

テーマ科目）における遠隔授業及び課題について報告がありまし

た。遠隔化により従来よりも成果が上がった部分もある一方で、

講義内外での学生と教員、学生間のコミュニケーションにおける

双方性の確保が必要であり、特に学生間のコミュニケーションの

場の提供は重要かつ課題が多いとしました（LMSの機能停止・制

限等）。今後のポストwithコロナにむけた課題として「課題とそ

の評価」、「LMSの重要性（学生の学習履歴の確認）」、「TA SAの新

しい役割（特にオンタイム講義）」、「アクティブ・ラーニング型授業

のサポート（ツール・情報環境等）」そして、「授業方式の標準化の

必要性とハイブリット型授業（特に、ハイフレックス型）の難しさ」

を挙げられました。授業の遠隔化により、逆に対面授業で何を目指

すかについて自覚化させられました。今後この経験を活かして、IT

化社会に対応しうる学生の育成という視点から、各種デジタルコ

ンテンツの利用等、サポートする側も含めて、学生の学修過程全体

を再考することが必要としました。

実践事例報告
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② 遠隔授業の実践報告 

オンラインの特長を活かした体験型工学教育
　 ―制御プログラミング演習での取り組み―

工学部経営工学科 准教授　髙野倉 雅人



　まず、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」

答申に至る背景として、戦後の「民主化」から「量的拡大と

多様化」の時代に始まり、「大学改革」の時代、「政治主導・

官邸主導」の時代へと至る、日本の大学政策の歩みについ

て、特に、政府全体の方針を踏まえた高等教育行政の展開

として、通称「遠山プラン」（2001年6月）と呼ばれる国立大

学の構造改革の方針の流れを受け、「国立大学法人（89法人）

発足」、「認証評価制度導入」「専門職大学院制度導入」「法科

大学院（74校）の発足」という、様々な改革が2004年に始

まったことは、私立大学にとっても大きなターニングポイ

ントとなりました。その前年となる2003年には、規制改革

という大きな動きの中で、設置認可の見直しから届出制度

の導入が決定されましたが、併せてチェック機能としての

認証評価制度を導入することにより、大学教育の質の担保

を図ることが決定されました。

　こうした動きの中で2005年に発表された「我が国の高

等教育の将来像」答申は、高等教育の量的な充足が迫る時

代にあって、中長期的に想定される我が国の高等教育の将

来像とその内容の実現に向けて取り組むべき施策を示し

たものです。ここでは、大学の機能別分化を七分類として

示し、自らの比重を定めること＝個性につながることを経

営戦略の一つとして明確化したほか、はじめて大学の「第

三の使命としての社会貢献」について言及しました。これは、

「開かれた大学」や「地域社会・経済社会の連携」等が重視さ

れるようになった今日の流れにつながるものです。

　2018年に発表された、「2040年に向けた高等教育のグ

ランドデザイン」答申は、情報基盤の進展、人口減や寿命の

伸長、さらなる国際化の進展といった大きな変化が予想さ

れる約20年後の社会を見据えた長期的なグランドデザイ

ンとなっています。

　本答申のキーワードは「学修者本位の教育への転換」で

あり、大学として「何を学び、身に付けたのか」を明らかにし、

個々人の学修成果を可視化することが重要視されています。

全学的な教学マネジメントを確立するためには、教学マネ

ジメントに係る指針を策定・活用し、自己点検・評価を実施

して改善・改革につなげるPDCAサイクルを確立すること

が不可欠であり、学生の学修成果に関する情報を的確に把

握・測定し、可視化すること、そしてその結果を公表するこ

とにより、各大学が積極的に社会に説明責任を果たしてい

くことが求められています。

　また、大学の「強み」「特色」の明確化と伸長、18歳人口減

を踏まえた適正な規模や地域配置についても言及がなさ

れており、私立大学にとっては、「建学の精神を軸に大学の

強み、特色を社会にわかりやすく発信していく」ことの重

要性が問われていると言えます。

　1991年に行われた大学設置基準の大綱化から30年が経

ち、それに匹敵するような大改革が行われてもおかしくな

い時期に来ています。現在、私学助成の中では、競争的配

分が不可逆的な趨勢となっており、さらに外部資金・寄付

金獲得の必要性などが求められていることから、結果的に

各大学が同じようなことに取り組んでいる傾向があるか

もしれません。しかし、より長期的な視点に立てば、各大

学が同じ方向性に進んでいくことは、得策ではなくなって

いく可能性があります。高等教育政策にはいくつかの流れ

があり、一見わかりにくく感じられるかもしれませんが、

本来「政策」とは、多様なプレーヤーが動いた結果、事後的

に見えてくるものであり、スピード感をもって積極的に動

くものに対して、次のゲームルールメイクに関する発言権

が与えられるとも言えるのです。したがって、私立大学と

しては、マクロの動向を冷静に見極めながら、建学の精神

に基づいて自大学の個性・特色を明確化し、スピード感を

もってそれらを対外的に発信・アピールすることこそが重

要であり、そのために客観的データや大学評価を活用する

ことが不可欠なのです。

　私立大学にはそれぞれが拠ってたつ建学の精神があり、

神奈川大学には「質実剛健」「積極進取」「中正堅実」という

建学の精神があります。18歳人口減、全入時代など困難な

環境の中でさらに本学が飛躍するためには、建学の精神と

いう原点を改めて確認し、個々の改革を建学の精神と紐づ

ける努力が必要だと考えます。来るべき100周年に向けて、

本学は「今、どういう状態なのか」、それを踏まえて「今後

どういう大学になりたいのか」を議論し、その結果を社会

に対して具体的にアピールすること、そのためには教職員

全員がスピード感をもって主体的に動く時期に来ている

と思います。

　最後に、神奈川大学教育支援センター所長の高城　玲教

授から閉会の挨拶があり、将来の展望を見通しにくい現在

において、建学の精神を軸に自らの道を模索していく必要

性、改めて足元を見つめなおす重要性について考え直す機

会を得たことなどについてお話がありました。

　途中、参加者からの質疑応答により、さらに議論が深め

られる場面も見られました。本研修会がみなさまにとって、

本学のさらなる発展を実現させるために何をすべきか、新

たな気付きを得る機会となっていれば幸いです。

(経営政策部IR推進課)
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横浜4大学 FD連携「第 6 回ヨコハマ FD フォーラム」の開催報告 

テーマ:
「横浜4大学におけるオンライン授業の実施状況・課題・展望」

～学生とともに考えるウィズ＆ポストコロナの大学授業～

日　時: 2020年12月5日（土） 13:00〜16:30
会　場： Zoomミーテイング方式（Web会議システム）
主　催：横浜４大学（横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター、

 横浜市立大学、関東学院大学高等教育研究・開発センター、
 神奈川大学教育支援センター）FD連携による共同主催

参加者：98名

　本フォーラムでは、FD活動の包括協定を締結する横浜４大学に

よって過去5回にわたり、学習意欲、大人数授業、学生調査、アクティ

ブラーニング地域連携教育（PBL）など、FD活動と大学授業に関す

る中心的なテーマを議論してきました。2020年度は、新型コロナ

ウイルス感染症（COVID-19）の影響によって、現在多くの大学で

導入されている｢オンライン授業｣について、横浜４大学でも初め

ての試みであるため、その実践事例や知見を共有することを目的

に実施しました。特に従来の本フォーラムの特長を受け継ぎ、教員、

学生双方の立場からの検証を行い、より良い教育手法の方向性等

について模索しました。

プログラム 
1．実践報告 

[神奈川大学] 

　前学期・後学期に2回実施した「遠隔授業の有効性と課題に関す

る調査アンケート」の集計結果に基づいて教員と学生の回答を対

比して報告されました。主に授業方法（オンタイム型、オンデマン

ド型、課題提示型）、受講環境、遠隔授業の実施、課題の負担と学修

効果（満足度）について触れられました。特に課題の負担と学修効

果（満足度）については、学生に多くの課題が出されており、教員が

想定している学習時間より学生は倍近い学習時間を費やしている

ことを述べられました。多くの学生がほとんどの課題を提出でき

たとする一方で、適切に評価されたと感じる学生が1/3程度であっ

たとされました。

　遠隔授業のことだけではなく、地方出身学生の視点からみえる

遠隔授業の有効性について報告されました。コロナ感染症の拡

大のため、長期帰省することになり、地元の良さを見つめ直す機

会になったこと、遠隔授業の実施の判断については大学から早め

に発表してほしいこと、ハイブリッド型授業の対応等の意見や要

望が述べられました。また新入生に対しては、同じ地域（都道府県）

のコミュニティをつくるチャンスにもなり、大学が再開した後も

関われる友人を作れる環境を整えてほしいとされました。

[関東学院大学] 

　教員に対してLMS（manaba）やニュースレターを通じて各

種授業マニュアル（学生向けを含む）、文科省の動向、成績評価や

同期双方向授業等の情報提供を行うとともに、オンデマンド動画

で遠隔授業の効果的な授業設計、動画作成手順、ブレイクアウト

ルームの使用方法等を掲載していることを紹介されました。遠

隔授業の実践事例としてオンデマンド授業（黒板への板書を撮影）

を取り入れた理系科目の授業設計について紹介されましたが、遠

隔で実験の手技を研くことができないという課題があるとのこ

とでした。また英語の授業の実践事例ではFlipgridを使用した

自撮り動画を発表させており、対面授業よりもコミュニケーショ

ンが取りやすいことが紹介されました。

　オンデマンド型とライブ型の2通りの授業があり、それぞれの

利点と欠点について報告されました。 

主な欠点として双方とも集中力が維持できないことや、オンデマ

ンド型では特に質問がしにくいことを挙げられました。また改善

点として課題の提出忘れを防ぐために期限の見える化、好奇心を

持って授業に取り組む学生側の姿勢が大切であるとの意見が述

べられました。また大学に求める今後の対策として、授業時間の

見直し（長すぎても短すぎてもいけない）、興味を持たせる授業内

容の充実、授業学生同士の交流不足の改善等が挙げられました。

[横浜国立大学] 

　学生に対しては、春学期の授業アンケートに遠隔授業に合わせ

た設問項目を追加し、秋学期には、履修登録時に入力する「学生プ

ロファイル」により、今後の授業実施形態について意見収集してい

ることを報告されました。一方教員に対しては、秋学期前に教員

アンケートを実施しており、これらの結果から学修時間と課題量、

学修成果、遠隔授業の効果度、授業満足度について触れられました。

特に課題量については、履修科目との兼ね合い、アルバイト等の生

活時間の違いによって感覚の違いがあること、また課題の質（明確

な指示）、フィードバックの有無が学生の学修意欲に影響すること

が伝えられました。そしてFDの観点から、明確な到達目標の設定

と効果的な授業形態（授業設計）が必要とされました。 

　学生主導アンケート（8月実施）では、学生の視点で外出する、
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　前学期の遠隔授業を振り返る
　―遠隔授業の有効性と課題に関するアンケート結果―

神奈川大学 教育支援センター副所長・法学部教授　中村 壽宏 

　本学におけるコロナ禍のオンライン授業と
　授業支援について

関東学院大学 高等教育研究・開発センター准教授　杉原　亨 

　学生・教員アンケート結果に基づく
　春学期オンライン授業の実態と課題

横浜国立大学  高大接続・全学教育推進センター准教授　安野 舞子 

　学生主導アンケートから見えた生の声と、
　新しい学生生活についての提言

横浜国立大学  都市科学部  2年　長　洋平 

　オンライン授業における利点と欠点、
　大学に求める今後の対策

関東学院大学 経済学部  3年　齋藤 暖斗 

　地方出身者が考えるオンライン授業の有効性と課題
神奈川大学 法学部  2年　太田 和也　

教員

教員

教員

学生

学生

学生



　

しすることを主目的とした。この調査結果は、11月の各学

部教授会にて報告した。

［対象年次］：1 〜 3年次
［実施時期］：4 月〜 5月

3. FD研修会の実施
　新任教員対象研修会は、新型コロナウィルス感染症のため

第 1・2 回の開催を中止した。

（1） FD研修会（新任教員FD研修会を兼ねる）

　①第1回　9/30（水）実施

「遠隔授業の有効性と課題を考える
　 ―前学期アンケート結果を踏まえて―」

［報告］「前学期の遠隔授業を振り返る
　　　　 ～遠隔授業の有効性と課題に関するアンケート結果～」

教育支援センター副所長・法学部教授　中村 壽宏

［講演］「学習パラダイムで求められる教師のスタンス
　　　　 　～オンライン授業を考える～」

関西大学教育開発支援センター副センタ―長・

教育推進部教授　三浦 真琴 氏

［パネル討議］「遠隔授業の有効性と課題を考える」

［参加者数］教員85名・非常勤講師 29名・職員11名

　　　　　  合計125名

　②第2回　11/25（水）実施

「遠隔授業の有効性と課題を考える
　 ―後学期アンケートと実践報告を中心に―」

［報告］「遠隔授業の有効性と課題に関する調査アンケート
　　　　　 ―課題と成績評価―集計結果報告」

教育支援センター副所長・法学部教授　中村 壽宏

　Ⅰ. FD 活動

1.「遠隔授業の有効性と課題」に関する
　  調査アンケートの実施

　例年、初年次教育科目の見直しや改善を図るため共通教

養教育センター運営委員会の依頼を受けて「教育改善のた

めの学生による授業アンケート」を毎年実施している。し

かしながら、新型コロナウィルス感染拡大に伴う本学の対

応により「授業アンケート」の本年度の実施は中止した。

2020年度は、遠隔授業の有効性と課題を検証するための調

査アンケートを実施し、集計結果は、各学部等の FD（授業

改善）に活用するとともに、FD 研修会、横浜 FDフォーラ

ム及びホームページを通じて学内外に報告した。 

［実施期間］

第 1 回　2020年  6月25日（木）〜  7月 6日（月）

第 2 回　2020年10月22日（木）〜11月1 日（日）

2. 「2020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」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。本年度は従来の独自設問（選択式）に加えて、

分析・報告を意図して独自設問（記述式）を各学年にて設計

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。ま

た、学生の能力評価・成長実感・満足度・意欲等を把握する

調査として、より学生目線から大学教育や学びの実態を把握

他人と会話する機会等について調査していることを報告されま

した。そのアンケー結果には、1年生は友達がいないことに不安

を感じていたり、食堂、図書館、自習室、実験室の開放への要望が
あったことを述べられました。また授業の量や質については、教

員間の横の繋がりで連携、対応してほしいとされました。学生の

交流や課外活動では大学主催の交流イベントの開催、サークル活

動の再開、カウンセリングによるサポートを求める声があったと

のことでした。その他1年生対象のキャンパスツアー、実習授業

の様子等の事例が紹介されました。

[横浜市立大学] 

　育児をしながら遠隔授業を実施する教員からの報告でした。リア

ルタイム授業の実施が困難、授業時間と子供との時間の確保、コン

ピューター実習を含む科目のオンライン化と期末テストについて

報告がありました。遠隔反転授業の試みとしてTeamsを活用した

授業時間内の掲示板投稿による質疑応答を含めた授業が紹介され、

教員側のメリットとして自分の時間で授業準備ができる、基本的に

音声でやり取りしないので子供の乱入にも耐えられる、課題の管

理が簡単、デメリットとして動画の収録が大変とされました。また

Moodleを用いたオンライン試験では問題をランダムに出題できる

（不正行為防止）、自動採点ができるとの有効性が紹介されました。 

　大学院生の観点から、遠隔授業における講義や実験、研究活動、

研究発表について報告されました。学生実験は、遠隔での実験は

現実的ではなく後学期から対面で行われており、実験日を増やし、

学生数を半減させる、複数の実験をローテーンションで行い、学

生数を分散させている等の対応を行っていることを述べられま

した。また研究活動では、VPN （Virtual Private Network）サー

バーの導入により、学内のネットワークに接続可能となり、文献

調査が可能になっていることの報告がありました。研究発表のポ

スター発表では、Web会議ツール「Remo（レモ）」を使用してWeb

上に仮想会場とテーブルが用意され、従来のポスター発表に近い

環境を整えることができることが紹介されました。最後に実験は

遠隔では不可能で、知識と経験を積むことが重要だとされました。

2．情報及び意見交換会 
　　参加者によるグループワークにて意見交換が行われました。 

（Zoomのブレークアウトセッション機能（4〜5名で1グループ）

を活用し、全体共有）

2020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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　Microsoft アプリとMoodleを活用した
　遠隔反転授業とオンライン試験の実践例

横浜市立大学  理学部准教授　金　亜伊 

　理系学生から見た学修研究活動における
　オンラインの有効性と課題
横浜市立大学  生命ナノシステム科学研究科博士前期課程  2年　平田 俊太郎 

教員

学生
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馬谷　誠二、メディア教育・情報システム委員会及び入試管理委員会　飯塚　重善、大学院学務委員会　関口　博巨、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：梅香家　睦子、教務部　笠原　義和、学生生活支援部　吉原　勇樹、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　
是友　めぐみ（以上6名）

〔事務局：教育支援センター〕
升田　亘、高木　敦子、天利　百合、田村　絵美里、佐野　恭平、楢山　翔太、藤本　隆寛、山口　諒（以上8名）

2020年度FD・学生支援推進委員会委員

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

　［実践事例報告］①遠隔授業の実践報告

　「遠隔授業の歓びと苦しみ ―ポストコロナを見据えて―」
法学部 FD委員会委員長・法学部教授　井上 匡子

　［実践事例報告］②遠隔授業の実践報告

　「オンラインの特長を活かした体験型工学教育
　　　―制御プログラミング演習での取り組み―」

工学部経営工学科　准教授　髙野倉 雅人

　［参加者数］教員67名・非常勤講師 9名・職員6名

　　　　　　  合計82名

（2） 第6回ヨコハマFDフォーラム　12/5（土）実施

　 「横浜 4大学におけるオンライン授業の
　　　実施状況・課題・展望
　　　　～学生とともに考えるウィズ＆ポストコロナの大学授業～」

　［内容］

　【第1部】教職員と学生による実践報告
　　　　　　　—横浜 4大学のオンライン授業

　　 　　　  ※詳細につきましては、12〜13頁を参照

　【第2部】情報及び意見交換会

　　　参加者によるブレークアウトセッションと全体共有

　［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］98名

（3） 2020年度 IR・FD研修会　3/3（水）実施

　「神奈川大学のグランドデザインを考える
      ―2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）を
　　　踏まえて―」

　［共催］FD・学生支援推進委員会

　　　　  自己点検評価全学委員会

　［講師］ 神奈川大学法学部特任教授  小山 竜司
　（元文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長・

私学助成課長）

　［参加者数］教員 44名・非常勤講師2名・職員 33名

　　　　　　  合計 79名

4. 学生の FD活動参加
　2020年度は、新型コロナウィルス感染症のため、学生

FD懇親会の実施は見合わせた。

（1） 第6回ヨコハマ FDフォーラム　12/5（土）実施

　［参加者］学生 1 名（登壇者：法学部 / 学生UD 委員会）

5. 他大学との FD連携
　「第 6 回ヨコハマ FDフォーラム」を横浜 4 大学で共同主

催した（3.（2）参照）

　その他、全国私立大学 FD 連携フォーラム（JPFF）、FD フォー

ラム（コンソーシアム京都）、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

　「新入生なんでも相談窓口アスクカウンター」、「春のサー

クルフェス」の開催は新型コロナウィルス感染症のため開催

を中止した。

1. 学習相談
　学習相談は、新型コロナウィルス感染症のため前学期は中

止とし、後学期は時間・回数を縮小してオンラインにより開

催した。

（1） 学習相談

［横浜］学習相談利用者数　11（75）名

　相談件数　53（584）件

［平塚］学習相談利用者数　4（26）名

　相談件数　32（297）件

   　　　 ＊ （　）内は前年度実績

（2） オンデマンドコンテンツの配信

　新規の取り組みとして数学のオンデマンドコンテンツの

Webst@tion での配信を開始した。

［配信期間］ 12/10（木）〜 3/31（水）

2. 障がいのある学生への支援
（1） 授業における配慮の件数

　2020年度は新型コロナウィルス感染症のため、定期試験

が行われなかったため、定期試験における配慮はなかった。

両キャンパス計　前学期　35（88）件、

　　　　　　　　後学期　32（68）件

   　　　　　　　 ＊ （　）内は前年度実績
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