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昆 暉流さん
工学部 情報システム創成学科 1年次

学習相談利用

「もっと自分を磨きたい」「もっと新しいことを始めたい」「授業をもっと理解したい」・・・。

そんな想いを抱く学生をサポートするため、さまざまな支援をしています。

実際に活動している学生、サポートを利用している学生にインタビューしました！

マンツーマンで丁寧に教えてくれるから安心。
おかげで、勉強が楽しくなりました！
英語の授業についていけるか不安を感じていた入学当時、マンツー

マンで勉強を見てもらえるこの取り組みを知りました。「基礎から教え

てほしい」と相談すると、高校の復習からスタートし、今履修している

授業の振り返りまでしてもらい、おかげで英語の基礎をほとんど

マスターすることができました。最近では、英語を勉強することの

楽しさも感じられるように。利用して本当によかったです。

仲間と一緒に、楽しみながら頑張れる！
自分のペースに合わせて活動できます。
聴覚障がいのある学生と同じ授業に参加し、音声をノートやPCに

書き起こす活動をしています。少しでも聴覚障がいを持つ学生の

力になれたらと思い、始めました。難しい授業や先生の話すスピードが

速い時は、少し大変なことも。でも、そんな時は他のノートテイカー

たちが助けてくれるので、無理なく活動できています。ぜひ、私たちと

一緒にやりがいのある活動をしませんか？

ノートテイカー

学習相談

大港 悠可さん
理学部 生物科学科 4年次

障がい学生授業サポーター 障がいのある学生の授業サポーターも随時募集しています。

障がい学生支援 詳しくは右記QRから

▲

● 大学での勉強の仕方がわからない ● レポートの書き方を教えてほしい
● 英語の基本的な文法がわからない ● 数学が苦手で初歩からわからない
● 自分の能力をさらに向上させたい

よくある学習相談 詳しくは右記QRから

▲

活動を通して輪が広がっていく。
学校をより良くしたい人、集まれ！
新入生の時、先輩にいろいろと相談に乗ってもらい、心強かった思い出

があります。私も後輩たちに同じことをできたらと思い、学生UD

委員会に入りました。「大学をよりよい環境にしよう」という思いのもと、

主に新入生対象の相談窓口であるアスクカウンターの活動を行って

います。活動を通して輪が広がっていくのを感じ、楽しいです。今後は、

さらに活動の幅を広げていけたらと思っています。

「友達を作りたい」そんな理由も大歓迎！
誰かのためになる活動を一緒に始めよう。
新入生の相談受付、活動報告や発表を行う学生FDサミット※への

参加、大学の抱える課題を学生が考える神大トークセッションの

開催など、活動は多岐に渡ります。相談を聞いたり、イベントを企画

したりして、誰かの不安や悩みを解決できた時、誰かに喜んでもらえた

時にやりがいや達成感を感じます。他のサークルとの掛け持ちも

オーケー！少しでも気になったら、気軽に参加してほしいです。

太田 和也さん
法学部 法律学科 ３年次

学生UD委員会

酒井 彩良さん
経営学部 国際経営学科 3年次

学生UD委員会

千葉 龍聖さん
法学部 自治行政学科 2年次

学生ボランティア活動支援室

ボランティア活動を通じて広がる世界！
刺激的で、新たな発見の連続です。
大学内外問わずボランティア活動をしたり、イベントを主催したり、

ボランティアをしたい学生に対して、その人に合うボランティアを

紹介したりする活動をしています。いろいろな考えを持った学生や

大人と話す機会が自然と増えるので、とても刺激的な経験ができて

います。ボランティアに興味のある人はもちろん、企画運営などに

興味がある人も大歓迎！一緒に大学生活を楽しみましょう。

● 新入生なんでも相談窓口アスクカウンター　　 ● 全国学生FDサミットへの参加
● 教員×職員×学生によるトークセッション（横浜）

主なUD活動 詳しくは右記QRから

▲

● 新入生なんでも相談窓口アスクカウンター　　 ● 全国学生FDサミットへの参加

主なUD活動 詳しくは右記QRから

▲

横浜キャンパス学生ボランティア活動支援室（ボラ室）では学生スタッフを募集し
ています。授業やアルバイト、他のサークルとの両立もできます。また、学外のボラ
ンティア情報は各キャンパスの掲示とボラ室ホームページで紹介しています。

学生ボランティア活動支援 詳しくは右記QRから

▲

アスクカウンター

学生U D 委員会

学生ボランティア活動支援

※FDサミット…全国の学生FD活動に取り組む大学が一堂に会し活動や成果を発表し合うイベント



より良い教育のために。

● 教育改善のための
　 学生による授業アンケート

● TA・SAによる授業補助

● 学修状況調査  など

●主な F D活動

●学生UD委員会

FD活動
※FD=Faculty Development

学生の成長のために。

●学習相談

●障がいのある学生の

　総合相談窓口

●学生ボランティア

　活動支援

学生支援活動

教育支援センター教育支援センター
ってどんなところ？

共に学び、成長する場。

「成長支援第一主義」を掲げ、学生の成長を支援しています。

教育支援センターの主な学生支援活動は、「学習相談」「障がいのある学生支援」
「学生ボランティア活動支援」です。

学生支援活動

大学での学修の基礎学力となる「英語」「数学」「文章表現」の学習相談を
行っています。基礎学力を向上させたい、学修の理解をより深めたいなどの
相談に経験豊かな学習相談員が対応します。お気軽にご利用ください。

学生一人ひとりのスキルに合わせた相談ができます。学生一人ひとりのスキルに合わせた相談ができます。

【期間】 授業期間中　月曜日～金曜日
【時間】 横浜キャンパス 12：40～17：50 
　　　 湘南ひらつかキャンパス 11：50～16：50
　　　 みなとみらいキャンパス 12：40～17：50
【場所】 各キャンパス学習相談室　　
【予約方法】 教育支援センター／
　　　　　 みなとみらい教務課窓口
                 またはメールで申し込み

● 高校までの学習内容を復習したい

● 大学での勉強の仕方がわからない

● 文章（レポート）の書き方を教えてほしい

● 英語の基本的な文法がわからない

● 数学が苦手で初歩からわからない

● 英語の専門書を読解したい

質問例

学習相談

学生ボランティア活動支援障がいのある学生支援

社会性や教養を身につけることができ、将来の進路の幅
も広がります。それぞれの活動を通じて、学生みなさん
の成長や自己発見等につながります。メンバー募集等、
詳細はホームページをご覧ください。

教育支援センターは、障がい等により困りごとのある
学生の相談窓口です。学部・学科や関係部署と連携し、
可能な範囲でサポートします。

障がいのある学生一人ひとりの
学修環境を整える支援をしています。
障がいのある学生一人ひとりの
学修環境を整える支援をしています。

学内・学外でのボランティア活動は、
自分を大きく成長させます。
学内・学外でのボランティア活動は、
自分を大きく成長させます。

学生ボランティア活動支援室
場　　所  

▲

 19号館3階305号室
　　　　　  （生協の上）

横浜キャンパス

「KUスクエア」ボランティア情報
場　　所  

▲

 1号館 KUスクエア
※掲示によるボランティア情報の紹介

湘南ひらつかキャンパス

障がいのある学生の

「授業サポーター」を

随時募集しています。

問い合わせは教育支

援センターへ。

● 聴覚障がい学生への
　ノートテイク
● 肢体不自由学生への介助

サポート業務例

数学

英語

文章表現

科目



「どこに相談したら良いかわからな
い」「困っていることを相談したい」等
の心配や困りごとについて相談員が
対応します。内容に応じて適切な担
当部署や相談機関にもご案内してい
ますので気軽にご相談ください。

学修や学生生活における
困りごとの解決に向けての
総合相談・案内コーナーです。

大学生活の中で悩んだ時や誰かに話を聞い
てもらいたいとき、カウンセラーが悩みを一
緒に考えます。
受付

▲

 2階なんでも相談コーナー
※電話やメールでの予約可能

あらゆる悩み事にカウンセラーが
耳を傾け問題解決のお手伝いをします。

「困っていることをゆっくり相談したい」「どの窓
口で相談すれば良いのかわからない」相談カウン
ターでは、職員がさまざまな相談に応じます。内容
によっては専門の部署を紹介しますので、いつで
も気軽に相談してください。

学修や大学生活の疑問や悩みを
ここで一緒に解決できます

なんでも相談コーナー みなとみらいキャンパス横浜キャンパス

横浜キャンパス みなとみらいキャンパス

神大トークセッション 新入生なんでも相談窓口アスクカウンター

TA・SAは授業運営の教育補助として
参画するスタッフの一員です。
TA・SAは授業運営の教育補助として
参画するスタッフの一員です。

みなさんが受講した授業の感想や意見が、
授業改善につながります。
みなさんが受講した授業の感想や意見が、
授業改善につながります。

UDとはUniversity Developmentの略。学生が主体となり、神奈川大学を活性化させるための活動をしています。
FDサミットへの参加や４月のアスクカウンターなど、さまざまな企画運営をしています。

「より良い大学を実現するため」のUD活動を行う学生有志による組織です。「より良い大学を実現するため」のUD活動を行う学生有志による組織です。

新入生の学修や学生生活の
疑問や悩みに先輩学生が答え
てくれる相談窓口が4月初旬
にオープン！神大のリアルな
情報を得られる場として、毎年
新入生で賑わいます。

学生UD委員会での活動

教員・職員・学生が協働し、より良い教育を実現するための活動（ＦＤ活動）を行っています。

神奈川大学のＦＤ活動は、教育支援センターが中心となり、
学生の参画を得て行っています。

※FD(Faculty Development）大学教員の能力向上や資質開発を行うための組織的な取り組み

F D 活動

履修する授業に対して学生の感想や意見を伝える機会
として授業アンケートを実施しています。学生の授業
への取り組み方や捉え方を教員や学部に提供すること
で、授業改善を目指します。

教育の改善のための
学生による授業アンケート

学部・大学院の授業において、TA（ティーチング・アシス
タント）及びSA（ステューデントアシスタント）として
例年数多くの大学院生・学部生が活躍しています。

TA及びSAによる授業補助

毎年12月に、神大をより良く
するために学生と教職員がそ
れぞれの立場から、意見や感
想を話し合います。普段ゆっく
りと話すことがない教職員と
話せる貴重な機会です。

相談カウンター 湘南ひらつかキャンパス

カウンセリングルーム みなとみらいキャンパス

学生UD委員会では学生スタッフを募集しています。詳しくは教育支援センターへ。

※



横浜キャンパス
教育支援センター

  9 :00 - 18:00
  9 : 00 - 1 6 : 00

月曜日～金曜日

なんでも相談コーナー

開室
時間

8:50 - 16 :50月曜日～金曜日
開室
時間

9:00 - 16 :00月曜日～金曜日
開室
時間

3号館1階

横浜キャンパス［横浜市神奈川区六角橋3-27-1］  法学部／経済学部／人間科学部／工学部／建築学部

湘南ひらつかキャンパス［平塚市土屋2946］  理学部

みなとみらいキャンパス［横浜市西区みなとみらい4-5-3］  経営学部／外国語学部／国際日本学部

湘南ひらつかキャンパス
教育支援センター

みなとみらいキャンパス
なんでも相談コーナー

2階

なんでも相談コーナー

3号館
教育支援センター

11号館
教育支援センター

2階
なんでも相談コーナー

11号館1階




