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For Doing our best !
中京大学の
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新入生特集

FDとは、授業内容・方法や広く大学に係る活動を改善し向上させるための組織的な取り組み（Faculty
Development）のことを意味します。中京大学では、ＦＤを 大学のすべての者の幸せのため と位置づ
け、それを目指して教職員・学生がベストを尽くすもの（For Doing our best）ととらえています。

新学長から新入生へのメッセージ

充実した学びを
中京大学学長

安

村

仁

志

新入生の皆さん入学おめでとうございます。どうぞ４年間充実した学びをしてください。
《充実した学び》とはどんなことでしょうか。「充実した」をほかのことばに当てはめてみますと、「実りある」、「有意義な」、「満ち
足りた」、「喜びを感じる」、「中身の濃い」といったことが浮かびます。これらはそれぞれ一定の期間何かに取り組んだ後の結果とし
て、肯定的に得られた実感です。卒業して社会に巣立っていくとき、中京大学での学びはこの先の自分を生かす糧・力となるものだった
と確かに思えることです。しかし、それはただ待っているだけでは得られません。自ら、意識的に取り組んでこそのものだと思います。
大学生活はその基本において《自由》によって特徴づけられます。自由は何をしてもいいということよりも、自分でさまざまなことを選
び取っていくということです(すぐにできなくてもそのような思いをもってください)。何を得たいか、何を目標とするか、を考えてそれ
に向かうことであり、一方で「捨てる」ことをも伴います。それは科目の選択から始まります。課外の時間の過ごし方もそうです。大学
にはそれらを選び取れる「材料」がそろっています。科目の選択には、授業内容が書かれている「シラバス」があります。それを読んで
選びます。勉学を支える図書館・情報センター・国際センター、体を鍛えるスポーツ施設、資格を取る講座、多彩な部活・サークルがあ
ります。
自ら自分の大学生活のレシピを作っていってください。教員は授業が皆さんに「届く」よう、職員は皆さんの学生生活をしっかりサ
ポートするよう努めています。それをＦＤ(Faculty Development)、ＳＤ(Staff Development)と言います。その上で、大切にしたい
ことは「大学の主人公は、皆さん、学生」だということです。それは、皆さんが与えられることをただ受けるということではなく、主人
公たるべく、自主性を発揮していくということです。どうか《充実した学び》をわがものとしてください。
今年度からこれまでのＦＤ委員会に代わって、さらに良き学びが実現するよう、さまざまな取り組みを検討・実施するため「教育推進
センター」が設置されました。今号はそのセンター初の『ＦＤニュース』です。

教育推進センターの紹介

○「教育推進センター」がＦＤ（Faculty Development）の窓口になります。
中京大学の教育理念及び目的を実現し、教育活動の質向上を果たしていくため、４月から「中京大学教育推進センター」が新たに設
置されました（事務局14号館1階）。それに伴い、ＦＤ活動も中京大学ＦＤ委員会から当センターに移行し、教育活動改善にかかわる
企画・実施を行っていきます。
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主体性を身に付けるために

FDは大学のすべての者の「幸せ」のため
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大学の
授業の
仕組み

大学の授業って
どうなっているの？
大学のカリキュラムは、全
学共通科目と、学部固有科
目から構成されています。全学共通科目では総合的な知識を身
につけるとともに、論理的思考力とコミュニケーション能力を
磨きましょう。学部固有科目では専門的な知識や技術、課題の
発見から解決方法までを身につけます。それぞれの学部・学科
（専攻）の教育研究上の目的が学生便覧に載っていますので、
まずはその目的を理解しましょう。

大学のカリキュラム

※１

授業を選ぶ上で最低限必要なアイテム

大学の授業は、必修科目※2、
選択必修科目、選択科目の
３つに分類することができます。まずは学生便覧でカリキュラムを
しっかり理解しましょう。次に、自分が履修すべき授業は事前にシ
ラバス※3で内容をチェックしましょう。選択科目はたくさんの授業
の中から興味のある科目を履修することができます。授業を選ぶ
ときはシラバスをよく読んで、
自分が身につけたい分野の授業を選
択しましょう。また、学科目時間割表も忘れずに確認しましょう。

授業の選び方

学生便覧、学科目時間割表、シラバス。シラバスは大学ホームページで参
照します。

大学の授業って高校の授業と
どう違うのかな？
大学の授業は基本的には自分で
４年間の履修計画を立てて
どの授業を受けるか決めるんだよ。

まず必修科目を取らないといけな
いんですね！でも選択必修や選択
科目は？内容もわからないし…
大丈夫。
そんなときのために
大学にはシラバスがあるんだよ。

POINT

1

どの年次にどの科目を受けることができる
か、学生便覧の科目一覧表のページに記載さ
れています。

POINT

2

ではシラバスがどんなものである
か見てみよう。右のページがシラ
バスの具体例だよ。

よくわかりました。
シラバスっていうのは授業の詳細
が書いてある、大学生にとってな
くてはならないものなんですね。
授業の取り方やシラバスの見方に
ついてわからないことがあったら
先生に質問するか、教務課で聞い
てみよう。
親切に教えてくれるよ。
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自分の将来や興味に
関係ある科目を
見つけよう！

大学ではセメスター ※4 に履修できる単位数
が決まっています（制限単位）。必修科目を
確認した後は、選択必修科目や興味のある科
目を探し、制限単位の範囲で決めましょう。
資格取得に必要な科目は優先的に。

POINT
シラバスってどんなことが書いて
あるのかな？なんか難しそう…

まずは学生便覧を
確認しよう！
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授業内容は
シラバスで確認
しよう！

科目の授業内容はシラバスに書いてあり、パ
ソコンを使用して大学のホームページで確認
できます。詳しくは学生便覧の「大学からの
お知らせ」ページを確認してください。わか
らない時には教務課で質問してください。

用語解説
※１

カリキュラム
（教育課程）
教育目標を達成するため
に、学習段階に応じて編
成した４年間にわたる教
育内容の計画のこと

※2

必修科目
卒業するために必ず修得
しなければならない科目

※3 シラバス
学習内容、身につくこ
と、使用する教科書など
がわかる授業計画書のこ
と
※4 セメスター
１年を春学期と秋学期に
分け、各学期ごとに単位
認定を行う制度のこと
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授業の履修には
シラバスを活用しよう！

シラバス
の見方

大学での学びを有意義なものとするために、まず、はっきりした目的意識を持ちましょう。
その上で、４年間で身につけたい知識や能力、取得したい資格など、目標に向かって段階
的・体系的に学修を進めてください。そのためには、シラバスに記載されている授業内容をよく読んで、履修計画をきちんと立て
ることが必要です。自分で考えるだけでは不安なら、履修相談会でアドバイスを受けるのもよいでしょう。

シラバスの活用法

シラバスの概要

授業目標

授業方法
どのように授業をす
るか書いてあるよ。
講義形式などを確認
しよう。

その授業を履修するとどの
ようなことを身につけられ
るのか確認できるよ。

質問への対応
成績評価方法・
基準
どうやって成績をつ
けるのか、レポート
や試験などの成績へ
の反映比率がわかる
よ。

実際に受講したあと、シラバス
通りに授業が行われたか、「授業
改善のためのアンケート」でみ
なさんの意見を聴きます。

授業でわからないことがあっ
たら先生に質問しよう。い
つ、どこで先生に質問できる
かはここで確認しよう。

授業計画
大学の授業は１科目につき１週間に
１回。１回の授業は90分。セメス
ター15回の各回で何を勉強するの
かあらかじめわかるよ。予習や復習
の参考にしよう。

コメント欄
授業を履修する上でのアド
バイスが書いてあるよ。
履修の参考にしよう。

FDは大学のすべての者の「幸せ」のため
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授業の予習・復習に
しっかり取り組もう!!
みなさんが大学卒業後巣立っていく社会では、
「主体的に考える力」が求められます。そのためにまずできることは、授業の「予
習」
「復習」です。ここでは、なぜ「予習」
「復習」が必要なのかを改めて考えてみます。

まずは現状認識
少子高齢化・グローバル化・情報化の進展
↓

今ってどんな時代？
4年後、社会はどうなって
いるんだろう？

将来予測の困難な
時代に突入！

ズバリ!
何だか不安になってきた。
じゃあ在学中、何をすればい
いんだろう？

「主体的に考える力」
を身に付けることです

「主体的に どんな環境においても、
考える力」「答えのない問題」に自ら解を
とは？
見出していく力のことです。

そうか。
社会からは「主体性」が
求められてるんだ！

選考にあたって特に重視した点

出典：(一社）日本経済団体連合会（2014年）
新卒採用（2014年4月入社対象）に関するアンケート調査結果より抜粋
調査対象（回答） (一社）日本経済団体連合会 企業会員

さぁ始めよう！

ズバリ!

「主体的に考える力」は大学の授業
でどのようにしたら身につくの？

「予習」
「復習」に
取り組むことです！
自発的に「予習」や「復習」をすることが
大学での学修の基本です。

が…

ろ
とこ
授業に関連する学修の時間（1週間当たり）
日米の大学の一年生の比較
日本 0時間

1〜5時間
57.1％

9.7％

米国

1〜5時間
15.3％

0％

0時間
0.3％

6〜10時間
26.0％

20％

40％

6〜10時間
18.4％

11時間以上
58.4％

60％

出典：東京大学 大学経営政策研究センター（2007年）
「全国大学生調査」サンプル数 44,905人
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11時間
以上
14.8％

80％

100％

1週間に
0時間って…。
ちょっと
まずいんじゃ
ないの？

1年生から、
予習・復習を
しっかり行うクセを
身に付けよう
「主体性」は就職活動や
社会に出てからも必要とされます
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大学での勉強の仕方
教員からの
メッセージ

固定観念に縛られず、好奇心をもとう
国際教養学部

小

原

私は全学共通科目「日本史Ａ・Ｂ」の講義をおもに担当
しています。日本の歴史は社会科で必ず学習しますので、
みなさんにとっては比較的なじみの深い科目になるかと思
います。ただその反面、日本史は覚えることが多くて嫌だ
という声があるのも確かです。中学・高校までのイメージ
から、日本史を暗記科目だと思っている人は結構多いので
はないでしょうか。しかし、それは大きな誤解です。年号
や人名を覚えることなどは日本史という学問では全く些末
なことでしかありません。重要なのは暗記力などではな
く、5W（who, what, when, where, why）1H（how）
1R（result）により歴史の流れを的確に捉える情報処理能
力と思考力です。
そうした力を育むためには幅広い教養が必要になりま

先輩からの
メッセージ

主体的に取り組み、
充実した大学生活を
送っていこう
文学部２年

早

川

僚

一さん

入学直後の履修科目の決定は、私にとって最初の大
きな 大学ゆえの経験 でした。将来を考え、数多あ
る科目の中から自分色のカリキュラム構成に基づく履
修登録をしたかったからです。悩み、てこずり、完成
した頃には朝日が昇っていました。いい思い出です。
これこそまさに、高校までの学校生活と大学生活が
異なっている点を示しています。高校までは時間割ど
おりに授業を受け、教師から出た宿題をこなすような
受動的な学校生活を私は過ごしてきました。しかし大
学というフィールドは、自分で決めて自分で行動出来
る自由な場所です。だから私はこの１年間、「主体
性」を意識して過ごしました。そのため、授業選びに
力を入れましたし、自分で選んだ授業ですから、空い
た時間があれば、なるべく苦手な教科を学びました。
どの授業も予習・復習に心掛けました。これらは基本
的なことかもしれませんが、必ず結果に繋がっていま
すし、主体的に積極的に行ったからこそ、とても充実
感に溢れています。新入生の皆さんも、大学での自由
な時間が広がっています。主体的に何か目標を見つ
け、実りのある大学生活を送っていきましょう。

嘉

記
す。たとえば、みなさんは日本史は日本列島だけを見れば
いいという固定観念をもっていないでしょうか。それは間
違いです。日本の歴史は列島の中だけで完結しているので
はなく、アジアや世界の状況とも連動しています。たとえ
ば卑弥呼の行動は魏・呉・蜀の三国抗争と密接に関連して
いますし、フランス革命の勃発が江戸幕府の外交問題に影
響を与えています。全く無関係にみえて実は繋がっている
というダイナミックな動きを学ぶのが、大学の日本史の醍
醐味といえます。自分の学部・専門や勝手な先入観にとら
われず、好奇心をもって授業に臨み、興味を抱いたことは
自分で調べる―図書館を有効利用する―習慣を身につけて
ください。そうすることで学問の面白さと奥深さを味わう
ことができるはずです。

先輩からの
メッセージ

積極的に
トライすることで、
全ては楽しくなります！
総合政策学部卒業

今

井

淳

人さん

私が大学時代に心掛けたことは、やれることや興味
を持ったことはすべて積極的にトライしようという考
えを実践し続けることでした。その結果、多くの楽し
いこと、面白いことに出会え、自分を成長させること
ができました。例えばシラバスにて、ＮＧＯやＮＰＯ
団体でのインターンシップが組み込まれた授業に興味
を持ち、履修しましたが、今までにない貴重な体験が
できました。このような授業は沢山ありますので、探
してみて下さい。
授業を受ける際も、分からないことや、疑問に思っ
たことは自分で調べ、教員や友達に聞いたりするよう
な積極的なアプローチをしたおかげで、分かること自
体が楽しいことだと改めて感じさせられました。
勿論、積極的にチャレンジする際に不安になるのは
当たり前ですが、行動すれば大抵の不安は霧消し、代
わりに新しいことを理解できた喜びが沸いてきます。
その継続は面白さ、楽しさの幅を広げてくれ、いつし
か自信に繋がっていきます。
大学４年間は短い、しかし何でもできる時間です。
自分の周りにあるものすべてを楽しいものとすること
ができるのは、あなたの積極的なトライです!!

FDは大学のすべての者の「幸せ」のため
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私たちがみなさんの学修を支援します!!
ようこそ中京大学へ。大学生となった皆さんは、大学でこれから「学修」をしていきます。
「学習」ではなく、「学修」です。「学修」と「学習」は違います。「学修」とは、要するに「授業」
＋「事前・事後学習」のことです。大学では、教員と学生が１週間という時間を使って授業と予習・復
習を織り交ぜて知識を学びます。それを１５週間かけて積み重ねた結果、「単位」という実績になりま
す。授業と予習・復習とを一体的に行うことで「学び」を奥深いものとし、「学び」の質を高めていくの
です。その意味では、学生の学習時間の確保は教員にも責任がありますし、そのために教員と学生が一
緒になって「授業」と「事前・事後学習」を創る工夫や改善を促すＦＤが不可欠になるの
です。
自分の将来像、いわゆる未来予想図を既に描き、実現させるために入学された学生さんも、それを描く
ために入学された学生さんもいるでしょう。何れの場合でもメインステージは所属学部での授業・カリ
キュラムですが、本学ではメインステージでの「学修」をサポートするセクションも内容別に多数設け、
それぞれ様々な仕組みを揃えています。その幾つかをご紹介しますが、先ずは是非行ってみて下さい。未
体験がきっとあります。シラバスに記された授業内容以上の気づきと出会えるかもしれません。どんどん
活用し、知識・知見を蓄え、「学修」が楽しくなり、未来予想図がより素敵なものとなることに役立てて
下さい。そんなあなたを、各セクションではお待ちしています。

情報センター
ICTで充実した学生生活を送ろう！
みなさん、「情報センター」と聞いてどんなところを思い浮
かべますか？コンピュータが沢山あるところ？確かにコン
ピュータも沢山ありますが、それだけではなく、様々な形でみ
なさんの学修を支援するためのサービスを用意しています。
※「ICT」：Information and Communication Technologyの略で、情報通信機器のこと

名古屋キャンパスコンピュータ自習室

１．コンピュータ自習室
いろいろな種類のソフトが入ったコンピュータがおいてあり、個人やグループでのレポート・論文作成、イ
ンターネットでの情報検索、資料印刷等が出来ますので、授業の空き時間などにお越しください。

２．無線LAN
みなさんが良く集まるような場所や教室などに無線LAN（Wi-Fi）を整備しています。ノートパソコンやス
マートフォンをネットワークに接続することが出来ます。

３. MaNaBo
授業で使う資料のダウンロードやレポート（宿題）の提出が出来るWebのシステムです。先生が「この授業
では、MaNaBoを使います。」と言ったらログインしてみてください。

４．ヘルプデスク
情報センターで提供するサービスの使い方が分からない、使えなくなったなど困ったことが起きた時に相談
する窓口です。電話やメールで相談することも出来ます。
上記以外にも@cncmailや@cncdriveなどいろいろなサービスを提供しています。詳しくは入学時に配布され
た情報センター利用の手引きや、WEBサイト（大学公式サイト→在学生・教職員→情報センターサービス）を
見てください。
情報センターでは、みなさんの学生生活が充実したものになるようお手伝いしたいと考えています。
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図書館
アクティブな大学図書館
図書館、特に大学図書館というとどういう
イメージがあるでしょうか。実は、大学図書
館には本が置いてあるほかに、検索用の利用
者端末機が置いてあります。その画面から
色々な情報を検索できるデータベースを見る
名古屋キャンパス図書館ラーニングスクエア
ことができ、学生の皆さんの学修に必要な情
報入手の手助けをしています。使い方がわからないと心配されるかもしれませんが、図書館のカウンターには使
い方を指導する担当者がいますので、気軽に声をかけてください。どんなものがあるかというと身近な所では
「聞蔵Ⅱビジュアル」はどうでしょうか。これは朝日新聞のみならず、週刊朝日、智恵蔵等同じ画面から検索で
きます。キーワードを入力するだけで該当するデータをごそっと引っ張ってきます。大変便利ですので一度お試
しください。さて図書館というと静かに勉強しなければならないというイメージをお持ちの方も多いかと思いま
す。実は現在、名古屋図書館だけですが、「ラーニング・スクエア」といってグループで意見交換をしながら出
されたレポート課題等を作成できる部屋が用意されています。そこには自由に移動できる机、白板、プロジェク
ター等が用意され、グループでの予習、復習にも最適です。またノートパソコン館内貸出サービスやラーニン
グ・アドバイザーによるライティング指導やプレゼンテーション指導も行っていますので、一度この部屋を使っ
てみてください。予約は不要です。図書館利用については中京大学名古屋図書館（名古屋キャンパス1号館1
階）、ライブラリーサービスセンター（名古屋キャンパス0号館3階）、法学文献センター（名古屋キャンパス
9号館1階）、豊田図書館（豊田キャンパス10号館2階）の各カウンターへお尋ねください。

国際センター
留学体験・英語力アップで、
目指すは
「世界と働ける人材」
！
国際センターでは、皆さんが自分にあった
留学ができるよう、目的、期間、行先などを
選択できるさまざまな海外短期研修や留学プ
ログラムを用意しています。世界へ飛び出す
ことで、視野を広げ、新しい自分と出会うま
たとない機会です。是非、チャレンジしてく
ださい。
そのほかにも、国際センターでは英語力を
磨くための講座や模擬試験を学内で実施、ま
た留学生の集うラウンジを開放して、皆さん
がいつでも留学生と交流できる場を提供して
います。「留学生と話してみたいけれど、自
分から声をかけるのは恥ずかしい」と思う学
生のためには「Let s国際交流」というイベ
ントを実施し、留学生と気軽におしゃべりが
できるきっかけづくりもしています。まずは
気軽に国際センターへ立ち寄ってください。
きっと新しい発見があるはずです。

FDは大学のすべての者の「幸せ」のため
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FD活動報告会等が開催されました
2/23（月）
に
「2014年度FD委員会報告会」及び「教職員
と学生FDスタッフとの情報交換会」が開催されました。FD
委員会は、2009年度にFD活動の息吹を本学に吹き込み、
6年にわたりFD活動を推進してきました。
しかし3月をもっ
て発展的に解消して、4月からの「教育推進センター」へ業務
が引き継がれました。このような組織改編の節目であったた
め、
「FD委員会解散式」の様相も呈しており、教職協働での
活動を毎年行ってきたことから、両会を開催するにあっては、
全教職員及び学生FDスタッフに声をかけました。

報告会では、
ジェームズ・ダンジェロ国際英語学部教授から
の「学部におけるFD活動の現況」
（写真右上）
や「学生FDの
年間活動報告」に加え、安村FD委員長（当時）
から「これまで
の総括」が話されました。また意見交換会は、さながら同窓
会と決起集会が織り交ざったかのごとく盛況でした。伊藤愛
理学生FD代表から安村FD委員長へ、学生の立場から収集
した「授業改善アンケートに関する報告書」が初めて提出さ
れ、
華を添えました
（写真左下）
。

!
集
募
フ
ッ
学生FDスタ
いたい方など、

学を想う全国の学生と会

ある方、大
授業内容・方法に興味の

手で
の
た
あな を変えてか !!
大学 ません
み

教職員の方と協力して、私たちの大学がより良い学修環境となるための
活動をしています。少しでも興味のある方は、気軽にご連絡ください。
楽しく前向きに先ずは「しゃべり場」しましょう！
連絡先・URL
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E-mail
TEL

chukyo2013search@gmail.com
（052）835-7138

Twitter
Facebook

@chukyoSearCH
中京大学学生FDスタッフsearch

