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関東学院大学高等教育研究・開発センター

【Event Report】　全学FD・SD講習会を開催しました！（2015.4.29）

2015年度　全学FD・SD講習会プログラム（抜粋）
開催日　2015年4月29日（水）
時　間　13：00〜16：30
場　所　金沢八景キャンパス　フォーサイト21　10階

大会議室
1．開会の挨拶（13：00〜13：10）

学長　規　矩　大　義
2．本学のFD・SDへの取り組み状況（13：10〜13：40）
　副学長／高等教育研究・開発センター長　出　石　　　稔
3．講演（13：40〜14：30）
　「関東学院大学生に産業界が期待する能力とは　

〜PROGテスト、人材ニーズ調査の結果を手がかりに〜」
（株）リアセック　キャリア教育推進グループ

澤　田　辰　雄　氏
酒　井　陽　年　氏

4．グループワーク・成果発表会（14：50〜16：20）
「本学が育成すべき人材像は、どのようなものか？」
5．講評・閉会の挨拶（16：20〜16：30）
　副学長／高等教育研究・開発センター長　出　石　　　稔

本学では2012年度より、年度当初に「全学FD・SD講習会」
を開催しています。対象は、高等研が企画する他のセミナー等
と同様に「全教職員」の方々ですが、特にこの全学FD・SD講習
会では、「新任教職員」の方々にお越しいただくことを念頭に、
毎年企画案を検討しています。本年度は、上記のプログラムの
通り実施しました。なお、このプログラムの目的（学習到達目標）
は、次の3点です。
①新任教職員に対し、本学における「全学FD・SD」の取り組
み内容を理解してもらうこと。
②建学の精神、校訓、3つのポリシーなどに示される本学の「教
育目標」を再認識し、討議を通じて深めてもらうこと。
③グループワークを通じて、新任者に対して「同僚（ピア）」と
して共体験の機会を提供すること。
当日は、規矩学長のご挨拶をいただいた後、出石副学長より

「授業改善アンケート」や「公開授業」に代表される本学のさまざ
まなFD・SDの取り組みについての説明をいただき、日々の授
業改善や業務改善の一助として欲しい旨、お話がありました。
続く講演では、「関東学院大学生に産業界が期待する能力とは」
という、やや刺激的なタイトルをつけました。「どのような学
生を育成するか」は、本来、社会や産業界からの期待ではなく、
大学ひいては個々の教職員が信念をもつべきものです。しかし、

敢えてこのようなタイトルにしたのは、社会からの要請や本学
生を対象とした調査の結果等を通じて、参加者の思考に“揺さ
ぶり”をかけ、その後のグループ討議を活発にするという狙い
があったためです。紙幅の都合上、ご講演いただいた内容のす
べてを紹介することはできませんが、中心的な内容であった「人
材ニーズ調査」の結果については、2頁〜4頁上にかけて要約版を
掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
講演に続く、グループワークでは、上述の講演（問題提起）を
受け、「本学が育成すべき人材像は、どのようなものか？」につ
いて、参加者が6つのグループに分かれ討議を行い、その成果
を全体発表の場で共有しました。各グループの発表では、「知
識の吸収とその再現」という従来の大学教育が育成してきた能
力に加え、「主体性」や「学びと実社会との繋がりをもつ」といっ
た、さまざまな「育成すべき学生像」が提案されました。
受講者アンケートでは、前半部分の講演で9割、後半のグルー
プワークでほぼすべての参加者から「参考になった（「大変参考
になった」と「やや参考になった」の合計）」との回答をいただき
ました。また、自由記述欄では、主にグループワーク実施後の
感想として「専門分野の違う他学部の先生方とお話できて刺激
になった（教員）」「自分たちが日々の業務の中で学生と接するこ
とも、教育の一環であることを実感した（職員）」などの声もい
ただきました。ご参加いただいた教職員の皆様、ありがとうご
ざいました。高等研では、今後も、さまざまなFD・SD企画を
行ってまいります。積極的なご参加をお待ち申し上げます。
 （奈良堂史）

（写真）グループワーク後の「成果発表会」の様子
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2014年度　企業向け人材ニーズ調査について（要約版）
1．調査の目的と概要 
目　　的：企業・団体に対して、関東学院大学の新規学卒者への求める能力について郵送アンケート調査
調査時期：2014年5月下旬から6月中旬
調査対象：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の関東学院大学卒業生が在籍している一般企業
発 送 数：約3000社
回 答 数：506社
回答者のプロフィール：従業員数／所在地／業種

2．調査結果の要約 
関東学院大学の新規学卒者に求めている能力について
上記の能力項目に対して、求めている能力を企業に調査。「求めていない」「あまり求めていない」「求めている」「強く求めている」「大
変求めている」の5段階で、「強く求めている」「大変求めている」の割合が高いのは、
・技術職（理系学部卒）　
　①行動持続力61.1%　②協働力60.4%　③親和力56.9%
・技術職以外（人文系／経済学系／法学系等の学部卒）
　①協働力62.7%　②親和力62.6%　③行動持続力61.4%
となっており、この3つの能力は、文理系両方に共通した求められる能力と言える。
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対人基礎力
親和力 円満な人間関係を築く
協働力 協力的に仕事を進める
統率力 場をヨミ、目標に向かって組織を動かす

対自己基礎力
感情制御力 気持ちの揺れをコントロールする
自信創出力 ポジティブな考え方やモチベーションを維持する
行動持続力 主体的に動き、良い行動を習慣つける学習行動を含む

対課題基礎力
課題発見力 問題の所在を明らかにし、必要な情報分析を行う
計画立案力 問題解決のための効果的な計画を立てる
実践力 効果的な計画に沿った実践行動をとる

●従業員数

●業種

●所在地

●  調査で使用した「求めている能力項目」として、以下の3大分類
9中分類の能力項目を使用 ※リアセック「PROG」テストの測定項目
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関東学院大学の卒業生に対する能力評価について
卒業生が在籍している企業に対し、上記の能力項目について、

「物足りなさを感じる」「どちらかと言うと物足りなさを感じる」
「普通」「どちらかというと優れている」「優れている」の5段階で
評価。「優れている」「どちらかというと優れている」の合計の割
合が高いのは、
①親和力52.1%　②協働力48.1%　③実践力43.1%
となっている。親和力と協働力は、求めている能力であり、評
価も高い能力であるが、行動持続力については、求める能力で
あるが、実際に従事している卒業生への評価としては、低く、
在学中に育成すべき能力であると言える。これは文理系両方に
共通している。
また、求めている割合は上位ではないが、計画立案力につい
ては、「求めている」割合と「優れている」割合が最も乖離がある。
次いで、統率力、感情制御力の順で、乖離があり、行動持続力
の他にも、育成すべき能力があることが伺える。
以上のことから、関東学院大学の学生には、
①行動持続力　②計画立案力　③統率力　④感情制御力
の順で、育成すべき能力があると言える。
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詳細な能力の構成要素に求められる傾向について
調査をした能力項目（3大分類9分類）には、24項目の構成要素があり、この24項目の中から、より求めている能力として3つを選
択。上位3つの能力項目の構成要素としては、　①チームの和を大切にし、他者と連携できる　②進んで報告・連絡・相談し、情報
を他者と共有する　③自ら進んで行動することができる　次いで、ストレスに対して適切に対処できる、となっている。
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第3回KGU高等教育セミナー　報告

2014年度設置のSD推進部会では7月17日の第1回から継続し
て「SDとは何か」「学生や学院のために職員として何ができるのか」
というテーマで意見交換を重ねてきました。他大学のSD研修
会に参加するなど学びの機会を得ることで、最初ぼんやりして
いたメンバーひとりひとりの考えは少しずつ明確になり、ひと
つの形にまとまってきました。それは、大学などの高等教育機
関は人（学生）を成長させることが目的であり、教員と共に職員
もその目的のために働いている、というシンプルなものです。
今回の高等教育セミナー企画に際し、自分たちが部会で話し合っ

てきた経過を他の職員のみなさんにも体験してもらいたいと考
えました。まず、同僚のみなさんがどのような問題意識をもっ
ているのかアンケート調査をし、グループディスカッションな

どを通じて問題を共有しようという結論になり、今回のプログ
ラムを構成しました。
アンケートは短期間ながら約180名から回答がありました。
結果はOliveOfficeに掲載されています。セミナーの第1部では
SDのイメージや研修委員会との違い、アンケートの分析結果に
ついてパネルディスカッション形式で発表しました。第2部で
は8人程度の4グループに分かれて、「関東学院大学生と接して
いて、どのように感じるか」「学生の成長支援SDで自分なら何が
できるか」のテーマで話し合い、活発な意見交換ができました。
SD推進部会は、今後も自分たちの目線からのSDについて考え、

活動を拡げていきたいと考えています。

Kotoken Coffee Hour進行中！
久しぶりに会う友人や知人に『大学で働いている』と伝えると、

必ず二段階の反応が返ってきます。最初は『授業しているの！？』
と間違われ、職員だと告げると『職員って何をしているの！？』
と聞かれます。大学業界に詳しくない人からすると、大学運営
は未知の領域であり、通っている学生ですら、どのように管理・
運営されているかを知っている人は少ないでしょう。
では、我々職員は所属する部署以外の業務や高等教育の現状

をどれだけ知っているでしょうか。文部科学省への申請業務と
中央教育審議会答申、認証評価機関への報告と認証評価の仕組
みなど、日々の業務で頻繁に関わることのないこれらの事柄を、
全職員が熟知しているとは言い切れません。しかし、これらは
大学人として知っておかなければならない重要事項です。
そして、激動の大学業界においては、日々刻々と状況が変化

しているため、常に新しい情報へ耳を傾け続けなければ、一瞬

企業から寄せられたフリーコメントについて 
調査項目には、フリーコメントの設問があり、多数、企業か

らの関東学院大学の教育への要請や印象なども頂いた。

■「学生のうちに学んでほしいこと」について
・年齢に関係なくコミュニケーションをとること
・理系だからというわけではなく、国語力（漢字、文章力）に
弱い。もう少し学んできてほしい。また、理系科目も各学
部とも広く浅くになっているように思える。もう少し狭く
とも深く専門分野を学んできてもいいのではないか。
・アルバイト、インターンシップなどの職業体験や部活動・
サークル等学業だけでなく、その他活動も積極的に取り
組んでほしい。
・専門科目は特に勉強してほしい。部活、サークル、アルバ
イト等で人間関係を学んでほしい。
・自分の頭で考えること。Howtoものやwikiに頼らず、原典
に当たること。自己本位ではなく、他人の意見をよく聞き、
その背景を理解すること。

■「関東学院大学の教育に期待されていること、要望したいこと」
について
・キリスト教の価値観に基づく人格形成。学生の自己肯定感。
・大学のポリシーを身につけてくだされば十分だと思います。
・貴学のキリスト教の精神に基づく「人になれ、奉仕せよ」の

校訓をしっかりと自分の軸として持つことのできる教育を
期待します。
・地域貢献の意識、地元企業でのCSR活動への参画意欲の
醸成

■「関東学院大学の3つのポリシーについてのご意見、ご感想、
印象など」について
・教訓とアドミッションポリシーがマッチしている。
・各学部の違いが分かるので素晴らしいと思う。
・アドミッションポリシーに関しては素晴らしい基本方針だ
と思います。どのように入学時に見極めているのか関心が
あります。
・各学部でしっかりと設定されていることは、学ぶ学生にとっ
ても芯を持って学業、学校生活を充実したものに出来ると
思いました。
・学部ごとに特色が出ていて良いと思う。「セメスタ（学期制）」
「リフレクション（反映）」等分かりにくい表現は気になる。
・各ポリシーに沿った人材育成を期待しております。

企業の人事も、関東学院大学への具体的な期待や、校訓、
キリスト教教育、各ポリシーなどについて関心を持ち、地域へ
の参加も期待していることが伺えた。

SD推進部会長　松下倫子
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【参加報告】 昨年度より、横浜市内3大学によるFD・SD連携に参加しています。
昨年度より、横浜市内の3大学（横浜国立大学、神奈川大学、
本学）において、FD・SDに関する連携がスタートしました。
発端は、各地で進む大学間連携を、（連携組織の形態はともか
くとして）横浜の地でも進めていきたいという共通認識のもと、
各大学においてFD・SDを担当する「大学教育センター等組織
（以下、「センター組織」と略称する）」の担当者の呼びかけに呼
応し、賛同したことからです。
現在は、年1回程度の会合（FD活動合同状況連絡会議）を通
じた情報交換に加え、各大学のセンター組織が主催するFD・
SDイベントに相互参加を進めています。本学開催のイベント
においても、2014年9月の「全学教員研修会（FD・SDフォーラ
ム）」を皮切りに、2大学の関係者の皆様に度重なるご参加をい
ただいております。
3大学のセンター組織は、全学FD・SDの推進・支援を行う
という点では共通していますが、それぞれ名称も異なり、学内
における所管業務も微妙に異なります。横浜国大の「大学教育
総合センター」の場合はFD・SD以外にも、入学者選抜、全学
教育、キャリア教育、学生グループによる教育改善（学生FD）
などを担っています。神奈川大の「教育支援センター」の場合は、
学習支援や入学前教育、TA・SA制度の改善と運用などを担っ
ています。このことは、各大学固有の事情や現状の課題もさる
ことながら、FDが取り扱う範囲そのものが多様化・複雑化し
つつあることを示しているように思われます。今後も、高等研
では、各大学の皆様と胸襟を開いたお付き合いを継続し、より
有意義な連携の場となるよう、積極的に参加していく所存です。

■平成27年度FD活動合同状況連絡会議　次第

開催日　平成27（2015）年7月16日（木）　15：30〜17：30
会　場　横浜国立大学常盤台キャンパス　本部棟（N2-2）

3階第2会議室
次　第　1．開会あいさつ

（横浜国立大学　長谷部　勇一学長）
　　　　2．趣旨説明
　　　　3．出席者自己紹介
　　　　4．平成26年度〜平成27年度春学期FD活動状況

報告（神奈川大学、関東学院大学、横浜国立
大学）

　　　　5．質疑応答等
　　　　6．平成27年度合同FD企画について（提案）
　　　　7．その他（意見交換等）
司　会　曽根　健吾

（横浜国立大学大学教育総合センター助手）

■参加者（当日配布資料より引用、掲載順は原文ママ、敬称略）
大学 役職等 氏名

神
奈
川
大
学

教育支援センター所長（副学長）、工学部教授 齊藤　隆弘
教育支援センター副所長、人間科学部教授 杉山　　崇
教育支援センター事務部次長 旭　　　馨
教育支援センター課長 柿沼　香奈
教育支援センター課長補佐 原田千恵美

関
東
学
院
大
学

高等教育研究・開発センター長（副学長）、法学
部教授 出石　　稔

高等教育研究・開発センター専任講師 杉原　　亨
高等教育研究・開発センター専任講師 奈良　堂史
高等教育研究・開発センター研究員 山田　昭子
高等教育研究・開発センター企画課長 千葉　隆行
高等教育研究・開発センター企画課係長 眞山　俊介

横
浜
国
立
大
学

大学教育総合センター長・教養教育主事
大学院工学研究院教授 梅澤　　修

大学教育総合センターFD推進部門長
大学院環境情報研究院教授 上野　誠也

大学教育総合センターFD推進部担当教員 曽根　健吾
学務・国際部教務課長 岸　　信治
学務・国際部教務副課長 関　富士夫
学務・国際部教務課学務企画係長 栗原　　淳
理工学系大学院等事務部副事務長 馬橋　修一

にして時代遅れになってしまいます。
高等教育研究・開発センターは、このような状況に教職員が
一丸となって立ち向かえるよう、2014年11月から「大学人に必
要な知識共有の場」として『KotokenCoffeeHour』を毎月1回開

催し、多くの教職員と共に研鑽を積んでいます。
2015年8月で10回目を迎える発展途上の会ですが、教員・職員・

上司・部下の垣根なく、気軽な雰囲気で熱く語り合いながら、
本学教職員が成熟した大学人になれるよう活動を続けていきます。

（眞山俊介）

○これまでに議論した主なテーマ
　「大学を取り巻く環境について」、「大学改革実行プランについて」、「自校史教育について」、「アクティブラーニングについて」、
「高等教育に関する情報の収集・活用方法」　など

写真：当日の様子
（手前右より時計回りに、横浜国立大学、神奈川大学、本学） （奈良堂史）
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第4回　KGU高等教育セミナー　外国語による教授法セミナー（入門編）
2015年8月6日（木）、第4回KGU高等教育セミナーとして、

「外国語による教授法セミナー（入門編）」を金沢八景キャンパス
5号館102「GlocalArea51」で開催しました。近年、急速に求め
られている大学におけるグローバル化への対応は、本学におい
ても重要な課題として掲げられています。また、各教職員が、「国
際社会で活躍する人材育成とは何か」「本学の学生にとってどの
ようにグローバル化へ向けた教育が望ましいのか」などについて、
様々な意見や想いを持っているのが現状です。
このような状況を踏
まえて、本セミナーで
は、大学のグローバル
化への一つの方策とし
て、「外国語による教
授法」を取り上げ、講
師として本学の冨田茂
美先生（宣教師、高等
教育研究・開発セン
ター准教授）をお迎え
しました。冨田先生は
カナダでの豊富な教授
経験（マクマスター神
学大学教師アシスタ
ント、トゥリニティウェスタン大学非常勤講師）をお持ちで、
且つカナダの大学にて博士号を取得しております。
セミナーは、規矩大義学長の挨拶の後、冨田先生からカナダ
で初めて授業を担当した経験を振り返りつつ、外国語（英語）で
教授するために大切なこととして、自分の知っている単語を活
用すること、学生の身近な事例を交えること、語句ではなくコ
ンセプトや概念を教えることなどを話して頂きました。
続いて、ICU（国際基督教大学）の事例を基に、どのように外
国語での教授を含めたカリキュラムやシラバスを構築していく
かについて説明して頂きました。カリキュラムに関しメジャー

（専修分野）では、外国人教員と日本人教員をバランス良く配置
していることについて言及し、科目では全て英語で教授するの
ではなく、授業は英語で行いレポートは日本語でといったよう
に、英語と日本語を組み合わせることで教育効果をあげていく
手法などが挙げられました。これらを踏まえて冨田先生から、
教授するために教員の語学力は一定水準必要であるが、大学と
して多様なバックグランドを有する教員を受け入れることが望
ましいという意見を頂きました。多様な世界の現状を、大学に
反映することが大切であり、存在すること自体が学生への成長
に寄与するとのことでした。また、科目の授業の中で外国語を
同時に教える方法もあり、そのためには担当教員の語学力向上
のためのトレーニングや、科目担当教員に語学担当教員を組み
合わせて配置する方法などがあるとのことでした。
最後に、会場での質疑応答となり、本学の学生の状況を踏ま
えたグローバル化はどう展開し到達目標をどうするか、留学生
や留学を希望する学生への対応、国際学会への発表指導などを
話し合いました。夏休み中であり少人数の参加ではありました
が、冨田先生のお人柄もあり、知的ながらも和気藹々とした雰
囲気で終了しました。今後も高等研では、本学にとって望まし
いグローバル人材育成に関して教職員の皆様と一体となって取
り組んでいきますので引き続きご協力のほど宜しくお願い申し
上げます。 （杉原　亨）

FD図書紹介「ディープ・アクティブラーニング　大学授業を深化させるために」

昨今、文部科学省からの答申などにより、大学の教育現場だ
けでなく、高等学校以下でも推進が求められているアクティブラー
ニングについて、本書では基礎的な概念から、様々な学習理論
を踏まえた解説、及び授業における導入事例などが丁寧に紹介
されています。
本書では「ディープ・アクティブラーニング」という概念を提
示しており、それは“学生が他者と関わりながら、対象世界を深
く学び、これまでの知識や経験を結びつけると同時にこれから
の人生につなげていける学習”と定義しています。さらにアクティ
ブラーニングにおける能動性を、「内的活動における能動性」と「外

的活動における能動性」の二次元で捉えており、知識の習得や理
解も重要な学習であり、アクティブラーニング型授業と対立す
るものではなく、相補的なものであると指摘しています。
アクティブラーニングは大学教育で求められており、教職員
総がかりで取り組むべき手法ではありますが、単純に上辺だけ
で形式を模倣し、教育効果も検証せずに推進すれば、本末転倒
な結果に陥る可能性があります。本書では真に学生の成長に寄
与する学修に関して深い洞察が記されています。アクティブラー
ニングを知るために最もスタンダードな書として強く推薦します。
 （杉原　亨）

（松下佳代・京都大学高等教育研究開発推進センター 編著，勁草書房，2015年）
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高等教育研究・開発センター専任教員・研究員　自己紹介

研究員� 山田昭子

2015年4月より高等教育研究・開発センター研究員として参
りました山田昭子と申します。専門分野は日本近現代文学です。
これまで大学という場所には学ぶ側として長くとどまっており
ましたが、今後は高等研にて全学的教育プログラムの企画・開
発や教育改善活動を通し、新たに学んだことを活かしていけた
らと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

専任講師� 杉原　亨

2015年4月より高等教育研究・開発センターに専任講師とし
て着任しました杉原亨（スギハラトオル）と申します。これまで、
民間企業で大学生向けのキャリア教育教材の開発や、高等教育
機関へのコンサルティング、及び中部地区の学校法人にて経営・
教学改革の実務や、キャリア教育の講義などを担当していまし
た。今後、高等研にてFDをはじめとする教学に関する環境整
備に取り組んでいきますので宜しくお願いいたします。

□担当科目
KGUキャリアデザイン基礎Ⅱ

准教授� 冨田茂美

関東学院は131年前にアメリカのバプテストという教会がつくっ
た神学校が種となって始まりました。わたしはそのアメリカンバプ
テストの協力宣教師です。本大学でキリスト教学などを中心に教
えることになりました。キリスト教を高等教育と人間形成の基盤と
して役立てていただくお手伝いをしたいと思っています。学部の
垣根を超えて広く在校生の皆さん、また教職員の方々と親しく交
流させていただくことを楽しみにしております。

□担当科目
キリスト教学（聖書）／キリスト教学（技術者としての倫理）／
キリスト教と現代社会／キリスト教と現代思想

専任講師� 奈良堂史

本年4月より、専任教員として奉職いたしました、奈良堂史（ナ
ラタカシ）と申します。2013年のセンター開設時より委託研究
員として関わらせていただき、本年が3年目になります。専門
分野は、経営学、キャリア教育、スポーツ・マネジメント論で
す。高等研は、全学的な教育施策の開発・企画を行うセクショ
ンであると同時に、学内へのアドバイジング機能をもつ研究機
関でもあります。学内教職員の皆様と密に連携を図りながら、
本学の教育力のさらなる向上に寄与するセンターとなるべく、
微力ながら全力を傾注して取り組む所存です。

□担当科目
KGUキャリアデザイン基礎Ⅰ・Ⅱ

私の授業改善（第1回）

皆様、初めまして。今年度4月に高等教育研究・開発センター
に着任しました杉原と申します。今年度の授業として「KGUキャ
リアデザイン基礎Ⅱ（春学期）」を担当しています。本授業の履
修者は76名で、学部は理工、経済、人間環境、建築・環境学
部の学生が履修していました。これまでの私は授業のポリシー
として「学生を大人として扱う」ことを掲げており、学生が自ら
律して学ぶことを求めつつ、その反面として授業中の座席指定
は実施せず、私語の注意なども出来うる限り避けていました。
しかしながら、一部学生の騒がしい態度で、他の学生の学習を
妨げている状況が続いていました。
そんな中、春学期の半ばに、「授業改善アンケート・中間ア
ンケート」をWEB（OliveClass）で実施する機会があり、学生に
回答してもらいました。その際、フリーアンサーで複数人の学

生から“騒がしい学生がいるなら座席指定にしてほしい”“先生
の注意する時間がもったいない”という意見が挙がりました。
私はこの意見を見て、“このままではいけない、授業を真剣に
受講している学生に不利益を与えている”と判断し、次の授業
からは座席指定を行い、私語が多い学生に対しては成績でマイ
ナス評価をするというルールを共有しました。これ以降、授業
は徐々に落ち着きを回復し、ミニッツペーパーの感想にもグルー
プワークなどがやりやすくなった等の意見が出てきました。こ
の経験を踏まえて、今後の授業運営で改善すべき点が多いと感
じる一方で、授業がもっと魅力的であれば、学生は集中して受
講するように思いました。以上のように、今後も「授業改善ア
ンケート・中間アンケート」を活用していきたいと考えています。

高等教育研究・開発センター　専任講師　杉原　亨
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高等教育研究・開発センター

関東学院大学高等教育研究・開発センター
eラーニングシステム「KANTOれ」はじめました！
2012年度より、正課外の補習講座として全学的に実施して
おりました「大学生基礎力養成講座」に、eラーニングシステム「関
東学院大学　大学生基礎力トレーニングシステム」（愛称
「KANTOれ」）を導入しました。
昨年度は、講師による講義と学生・教職員による学習サポー
ターによる自学自習のサポートを中心とした内容でしたが、対
象となった学生の理解度に大きな開きがあり、教材や講義内容
のレベルに対して、「難しい」「易しすぎる」と、双方の不満の声
が挙がっていました。多様な学生のニーズに応えるため、高等
研にて検討を重ねた結果、個々の学生の理解度に対応できるe
ラーニングシステムを2015年度より教材として採用すること
としました。

昨年度、受講学生からも評価の高かった学習サポーター制度
による自学自習のサポートの場はPC教室に場を移し、「KANTO
れ」での学びのサポートの形で継続します。
今回採用した「KANTOれ」は、PCだけではなく、タブレッ
トやスマートフォンにも対応しており、時間と場所を選ばず学
習が可能です。また、大学生基礎力養成講座の対象となる数学
と国語の他、英語、社会、理科も用意されています。大学の授
業を理解するために必要な基礎学力や就職に必須となった一般
常識試験への対策力を身につけることができます。あわせて、
SPI対策コースもあり、キャリア教育全般に対応するシステム
となっています。

（千葉隆行）

関東学院大学高等教育研究・開発センター　　〒 236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東 1-50-1
TEL 045-786-7809　　FAX 045-786-7852　　E-mail kotoken@kanto-gakuin.ac.jp 2015 年 9 月 1 日発行
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第6回�KGU高等教育セミナー
■主題：『カリキュラムを “可視化 ” する方法

─マップ、フローチャート、ナンバリング等の一体的理解へ─（仮）』
■講師：大阪大学教育学習支援センター副センター長佐藤浩章氏
■日時：2015 年 11 月 14 日（土）　13 時 00 分〜 16 時 30 分
■会場：フォーサイト 21　10 階大会議室（金沢八景キャンパス）

【開催主旨】
周知の通り、本学における教育の質保証体制の構築は、3 ポリシーの再策定（全学・各学部）に続き、カリキュラムマップ等
の作成段階に入っています。本セミナーでは、3 ポリシーの再策定に続き、上記課題についての第一人者と称される 佐藤 浩章 
氏にご登壇いただき、講演とワークショップ（カリキュラムマップ等の作成体験）を開催する予定です。貴重な機会となりま
すので、皆様奮ってご参加ください。

2015年度全学FD・SDフォーラム
■主題：『アクティブラーニングの実質化（仮）』
■講師：立命館大学教育開発推進機構准教授川那部隆司氏
■日時：2015 年 9 月 2 日（水）　15 時 00 分〜 17 時 00 分※全学教員研修会（13：00 〜）の中で開催。
■会場：フォーサイト 21　F302 教室（金沢八景キャンパス）

【開催主旨】
本フォーラムでは、大学だけでなく、高等学校以下でも推進が求められている「アクティブラーニング」をテーマとし、本課
題に係る基礎的事項から具体的な作成方法に至るまで、理論と実務、双方の疑義に応え得る機会としたい。なお、講演では、
グループワーク等を行い、実際にアクティブラーニングを体感できる機会を設ける。

告知


