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取 組 の 概 要 

本取組は、短期大学の教育をファーストステージとし、学生が自分の適

性を把握し、次のステップに繋ぐため、基礎的人間力を身に付けると共に

授業外学習システムと全学生留学制度による英語力と国際理解力の向上を

図る。  
(1)K.G.C.ベーシックスでは、卒業後を視野に入れ、学び方を学び、社会人

としての常識を身に付ける。  
(2)ＩＣＴ利用英語授業外学習システムにより自主学習を進めやすくする。

(3)全学生留学促進で、英語力と国際理解力を高める。  
 

1.取組の実施状況等  

① 取組の実施状況 【１ページ以内】 

(1)取組の実施体制 

○プロジェクト推進委員会においては、各年度、取組についてのスケジュールの調整等を 

を行った。また、教育ＧＰプロジェクト推進室を本学本館４階に設置、事業推進補佐員１ 

名を採用し、継続して雇用した。推進室においては、取組に関わる業務を行った。 

○外部評価委員会は、年度ごと本補助事業への取組及び成果の検証と評価を行い、今後に 

向けての課題や改善点等について多角的な助言と提言を受けた。 

○Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスにおいて、１年生全員をクラス分けし、専任教員がクラス・アド

バイザー(担任)として、週１回の授業を行うと共に、授業外でも様々な相談に応じた。 

授業は、各教員の専門性を生かした独自の展開を柔軟に取り入れた部分や講演会等全ク

ラス共通して行う部分を組み合わせて行った。 

(2)取組の実施計画に掲げた内容 

○Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスの授業内容は、図書館の利用方法、進路指導（自己発見レポート

の活用等のキャリア教育）、講演会（心の健康学、礼儀とマナー、人権問題理解、異文化理

解等）で、適宜、外部講師を招聘して実施した。 

また、適性検査である自己発見レポートの活用や外部からのＣＤＡ (Career Development 

Advisor)による進路指導を通じてキャリア教育の充実を図った。ＣＤＡはグループワークの

促進にもつながり、その実績を活かして今後ともＣＤＡを活用できるよう取組を進めてい

る。 

そして、授業評価も実施した。回答集計と教員別集計やコメントは、各教員がフィード 

バックし、次年度に向けての授業の資料とし、授業改善に活用している。 

より「英語力」向上を図り、異文化体験できるよう、内容の一層の充実を図った。 

(3)社会への情報を提供活動 

○本取組の内容を本学ホームページ（ＧＰ関係）で広く社会に情報提供した。 



 

② 取組の成果 【１ページ以内】 

○Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスにおける具体的な効果として、３例を特記しておく。 

1) 短期大学部生の図書館の図書貸出冊数が 19年度 9,440 冊から、22年度 14,347 冊と年々

増加した。図書館貸出人数も 19 年度 6,381 人から 22 年度 9,780 人に増加した。 

2) 人間力を培うための「一般教養」の指導の拡大である。例えば、「文章表現法」の講義

で文章の書き方を通して良い人間関係を築く力の習得がある。Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスの

授業を他講義と連携し、すべての授業の内容に展開する試みに発展している。 

3) Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックス担当教員が各自の持ち味を生かし、学級経営に努める。クラス

の組織化過程において、より良い勉学姿勢やスキルの向上を図り、集団づくりを行う。 

以上のように、Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスは、卒業後の進路を視野に入れ、教科の学習方

法、論文の書き方、社会的常識(マナー・コミュニケーションのとり方)等の指導や教養

教育(人権問題理解、異文化理解等)を通して、基礎的人間力の向上を図った。 

○スピーキングパートナー制度の参加者に対して実施したアンケート結果、殆どがこの制

度に満足し、希望者も増え、留学しなくても異文化理解が深まったと感じている。また、

留学生（毎年約 700 人来学）とパートナーとなり、相互に刺激し合い、学び、理解するこ

とで、留学のための予備知識を得る場にもなっている。（スピーキングパートナー：91 人） 

○本学独自の授業外学習システム“Listening & Reading Online”はインターネットを利

用し、リスニングの時間とリーディングの量を増やし、英語の向上を図った。学生は、平

成 22 年５月から自宅や学内のパソコンを利用し、Ｗｅｂ上の“Listening & Reading Online”

を利用し、自分の語彙レベルに合わせたコンテンツを選択、リスニングレベルに合わせて

学習することができる。これにより、授業外学習を促進し、英語力向上を図った。 

携帯電話利用の「モバイルアカデミー英文法」で使用する基本的英文法の学習プログラ

ムを企業と共同開発し、携帯電話で英文法の学習が可能となった。平成 21 年５月から各学

生のレベルにあった英単語の問題を毎日配信、「いつでも、どこでも」学ぶ習慣を学生に付

け、学生の授業外学習を促進し、英語のスキルアップを図ることが出来た。22 年度も継続

し、さらに次年度には短大生全員に配信し、将来的に更に拡大し全学に発展させる。 

授業外学習システムを利用する学生の募集については、1・2 年生同時に 4 月に募集した。

授業外学習システムを利用のためのオリエンテーションやセミナーを開催し、授業外学習

システムの利用と学習方法を指導し、英語力向上意識を促進し、より効果を上げた。また、

学習アドバイザー  により、学生が英語授業外学習システムを利用しているかをチェック、 
利用促進を図ると共に弱点等を個別指導し、学生の着実な英語力向上を図った。 

○学生の留学ニーズに応え、希望者全員が留学できるようになったことを受け、秋学期語

学留学（9 月～12 月）の参加者数が 76 人（昨年 73 人、一昨年 61 人）、夏期語学研修(7 月

～8 月)の参加者 22 人（昨年 38 人、一昨年 49 人）、春期語学研修（2 月～3 月）の参加者数

が 76 人（昨年 101 人、一昨年 82 人）となり、合計で 174 人(昨年 212 人、一昨年 192 人)。  

参加学生の多くは、一般家庭にホームステイし、寝食を共にするなど現地の人々の生活を

そのまま体験し、異文化理解を深めることが出来た。 

○プロジェクト推進委員会において、本年度の取組についてのスケジュールの調整等を行 

い、授業外学習システムの開発やＫ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスが計画的に実行された。また、事 

業推進補佐員１名の雇用により、事務処理効率が向上した。 

○ポスター展示会への参加及びＧＰホームページにより、取組を広報することが出来た。  



 

③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

○Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックス取組実践の中で見えてきた課題は、一般的な教養を具体的にどう

つけるか。その方法として、出口保証のために、Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスの授業時間内に 15

分間確保し、数学問題を解き、問題集を 1 年間でマスターすることにした。 

○適性検査である自己発見レポートの活用、ＣＤＡ(Career Development Advisor) 

による進路指導、ボランティア活動やインターンシップによる社会経験を通じて、学生に

卒業後の進路をより深く考えさせることにより、キャリア教育の充実を図ることが出来た。 

○Ｋ.Ｇ.Ｃ.ベーシックスの授業評価については、「あなたはこの授業を受けて良かったと

思いますか」の設問に対して、「そう思う」「強くそう思う」の回答数が 649 件（全回答数

994 件中）で 65.3％となった。 

○学生の英語力の伸びを検証し、指導に反映させた。具体的なＴＯＥＩＣの変化は教育Ｇ

Ｐ取組対象グループのメンバーの得点が、平成 21 年 5 月に 372 点が同年 10 月には 447 点

となり、75 点アップとなった。平成 22 年 5・6 月に 374 点が同年 10 月には 466 点となり、

92 点アップとなった。また、得点アップ者ベスト 10 では最高が 255 点の大幅アップを実現

した。上位 20 名では、平均 171 点アップであった。さらに、学習アドバイザー利用者及び

セミナー・夏期集中講座参加者は平均 93 点アップであった。このように如実な成果が得ら

れた。また、ＴＯＥＩＣの専門家の実施するセミナーを受講することにより、ＴＯＥＩＣ

の学習法、傾向と対策及び解法テクニックを確実に身に付けることができる。  
○留学参加者に対して英語の 4 技能についてどれぐらい伸びたと感じているかをアンケー

ト調査した結果、「伸びた」「非常に伸びた」と感じている学生の割合が Reading で 53％、

Writing で 63％、Listening で 92％、Speaking で 76％となり、過半数以上が肯定的な回答

をした。 

○教育ＧＰプロジェクト推進室を本学本館４階に設置することにより、取組に係る業務を 

円滑に実施するとともに、本事業が全学的取組であることを学内に周知させ、教職員の意 

識を高めることが出来た。 

○外部評価委員会を開催し、本補助事業への取組及び成果の検証と評価を行った、本教育

ＧＰの取組を一旦終了するとして、この実践の趣旨は引き続き継続することを確認し、次

年度へ向けての課題や改善点等を明確にした。 

○ＧＰホームページの効果としては、本取組の内容を広く社会に情報提供することが出 

来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 現在、全国的に、短期大学の置かれている環境は、少子化、高学歴志向等、時代的・社会

的に厳しい状況にあり、本学も例外とは言えない。 

 その中にあって、本教育ＧＰ(大学改革推進事業)における本学の取組及びその推進計画は

財政支援期間終了後においても、その理念や趣旨を中座するものではない。したがって、時

代の変化やそれに伴う学生の変容を踏まえつつ事業内容は精査しつつも取組の継続と発展

があって然りである。 

 短期大学のカリキュラムについては、一定のスパーンを区切りに刻々の改善が必要であ

る。しかし、短期大学をファーストステージと位置付け、セカンドステージに向けた取り組

みは推進、発展を図らなければならない。すなわち。グローバル社会が進む中、英語を中核

とする教学、多様な学生に対する社会人基礎教育、そして卒業後のセカンドステージへの成

長発展に向けた出口保証に努める責務がある。 

 高等教育のファーストステージとしての短大生活を充実させ、総合的に見据えた短大教育

モデルの構築を目がけた取組が期待されている。 

 既に、教育ＧＰ採択前より胎動していた初年次教育としての①K.G.C.ベーシックス、本学

の特長を活用した②希望者全員留学制度、本教育ＧＰを機に新たなプランとして学生の興味

関心に応じた授業外学習の定着・促進の方策として③IＣＴ活用英語学習システムは継続発

展を進めている。多様な人材育成の仕組みは今後とも重要である。 

 具体的に、K.G.C.ベーシックスにおいては、基礎学力の定着の一方策として毎授業ＳＰI

による数学問題の練習、キャリア教育充実のためのＣＤＡ(Career Development Advisor)活用の継

続を行う。希望者全員留学制度はさらに内容の充実を図る。また、IＣＴ活用英語学習シス

テムは教育ＧＰ時よりもっと拡張し、短大全員、将来的にはオール関西外大に広げ、全国展

開も視野に入れる。学生の成長のためには何といっても授業外学習の定着を促進する必要が

あるからである。 

 さらに、新たな展望として、短大と英語教育の特徴を活用して地域の生涯学習拠点として

社会人の受け入れを実施し、教育ＧＰで取組んできた 3 本柱である①K.G.C.ベーシックス、

②希望者全員留学制度及び③IＣＴ活用英語学習システムを活性化することを重要と捉えて

取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ２．取組の全体像 【１ページ以内】 

 

 

 

 

 

 


