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取 組 の 概 要 

本取り組みは、地域社会との連携による地域体験活動により、初

年次生からの社会性の向上と、学士課程教育の動機付けを促すもの

である。地域のＮＰＯ・団体との連携を得ながら、県内の学生間の

学習成果交流を含め、大分の豊かな水環境と、これを基盤とする地

域の生業などを対象とした体験活動を主たる教材とする。自然科学

から人文社会科学に至る専門教員の総合的な講義による事前事後指

導、さらに上級生のＳＡの学習支援をうける。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本取組は，全学教育機構運営会議の下におかれた環境教育推進ワーキンググループ

（ 以下「環境教育ＷＧ」という。）によって担われた。同ＷＧは，経済学部３名，教

育福祉科学部３名，高等教育開発センター２名，工学部・国際教育研究センター各 1

名の，化学，経営学，歴史学，スポーツ科学等の分野の教員で主に構成している。学

生支援部教育支援課教育企画グループが主に，また経済学部学務係も補佐的に, ＮＰ

Ｏ等地域連携支援のための非常勤事務補佐職員を配置するなどにより支援体制を敷

いた。さらに, 本取組において授業数を拡大した２年度目よりＮＰＯ等との連携強化

のために環境教育コーディネーターを登用した。環境教育ＷＧは，これら教員および

支援事務職員が集合して，学期期間中を中心に週一回の打ち合わせを行ってきた。 

 環境教育ＷＧは，本取組の学内での成果報告を初年度は学内合同研修会「きっちょ

むフォーラム 2009」第 2 部：教育課題・教育実践検討会（11 月）で、以降は学内教

育改革関連プロジェクト報告会（3 月）において実施している。 

(２)取組の実施内容について 

初年度は，教養教育授業として環境教育ＷＧ（教員 9 名）が担当して，後期に「大

分の水Ⅱ」（受講生 79 人）および集中講義「里海と里山」（受講生 29 人）を実施し，

対象期間以前の前学期においても「大分の水Ｉ」（受講生 159 人）を実施している。

これらの受講生数総計（前期授業を含め）は教養教育の対象となる全学部学生数 5063

人に対して、5.2％を占めている。「大分の水」等の授業において学生による相互学習

支援のためＳＡ・ＴＡ（17 人）を登用した。 

授業における体験活動では，おおいた水フォーラム等のＮＰＯ連携行事への参加，

水辺スポーツでの大分市カヌー協会，ウォーターセーフティマネジメント協会との連

携，水辺の生業体験では玖珠町芝原農場，竹田市岡本地区，佐伯市マリンカルチャー

 

23　大分大学



センター，有機農業研究会と，自然観察ではセブンイレブン記念財団「九重ふるさと

自然学校」，日本野鳥の会大分県支部等と連携している。また，大学間連携では，県

内各大学が共催する「おおいた学生水フォーラム」（２月）での学生による学習成果

交流だけでなく，本取組の年度成果報告を兼ねた「環境教育交流研究会」（3 月）で

相互の環境教育実践の交流を行っている。 

第２年度は，環境教育コーディネーターの登用により授業数･規模を拡大し，前期

では「大分の水Ｉ」（受講生 237 人）と，新規２授業のグループワーク型「大分の水

Ⅲ」（受講生 48 人）と夏期集中「里海と里山Ⅰ」（受講生 42 人）を，後期に「大分の

水Ⅱ」（受講生 125 人）と冬期集中「里海と里山Ⅱ」（受講生 42 人），および新規の「大

分の水Ⅲ」（受講生 50 人）を実施し，受講生数総計は教養教育の対象となる全学部学

生数 5063 人に対して、10.7％を占めた。また，ＳＡ・ＴＡも 38 人へと拡大した。 

体験活動では前年度の地域諸団体との連携に加えて，生業体験では玖珠町ひこばえ

の会，安心院町堤農場，豊後大野市緒方町上畑地区，自然観察では大分市福祉コミュ

ニティ KOUZAKI，とりわけ，新規の「里海と里山Ⅰ」および「大分の水Ⅲ」で「九重

ふるさと自然学校」との連携による，課題探求型授業を開発した。また，大学間連携

では前年同様「おおいた学生水フォーラム」での学生による学習成果交流，「環境教

育交流研究会」で年度成果報告と環境教育実践交流を行った。 

最終年度は，前年度の授業を継続し，前期に「大分の水Ｉ」（受講生 191 人），「大

分の水Ⅲ」（受講生 47 人），「里海と里山Ⅰ」（受講生 31 人），後期に「大分の水Ⅱ」

（受講生 74 人）と「里海と里山Ⅱ」（受講生 37 人），「大分の水Ⅲ」（受講生人）を実

施し，受講生数総計は教養教育の対象となる総在籍学生数 5063 人に対して 7.9％を

占めた。また，ＳＡ・ＴＡは 33 人を登用した。 

体験活動では前年度までの地域連携に加えて，生業体験では豊後大野市緒方町，自

然観察では「宇佐自然と親しむ会」との連携を新たに実施した。また，大学間連携で

は前年同様「おおいた学生水フォーラム」での学生による学習成果交流を行い，「環

境教育交流研究会」では全国的な環境教育実践について知るとともに，本取組の連携

先地域団体や他大学関係者の参加を踏まえて，従来の教員による年度成果報告に加え

てＳＡからも報告を行い，本取組の総括を行った。 

(３)社会への情報提供活動について 

月例で行われる学長記者会見に際し，主に地域諸団体と連携した地域体験活動の日

程内容について情報を提供した。また，ＮＰＯおおいた水フォーラム主催「アジア・

太平洋水サミット記念フォーラム」（年末）・「おおいた学生水フォーラム」（２月）で

は本取組のパネル展示を行い，さらに各年度末には「年度報告書」を発行し，本取組

事業として「環境教育交流研究会」を開催するなどして成果を公開している。また，

本取組のＨＰについては独自サイトとして，http://mizube.he.oita-u.ac.jp/を設

け ， 本 学 全 体 の 教 育 改 革 関 連 統 合 サ イ ト と し て ，

http://www.oita-u.ac.jp/tokuho/gp/program-gp.html を設けている 

 

 

 

23　大分大学



②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組の目的は，「社会人講師や地域住民・他大学生との交流等の体験活動を通じ

た社会性の涵養と，これらによって触発される専門教育への動機付けを果たすこと」

であり，同時に，「先人達が享受できた自然と社会環境を，将来も子孫に同様に引き

継ぐこと，すなわち持続可能な社会の認識も本取組の目的」としている。 

この目的に対して，本取組の核である教養教育授業においては，自然観察や保全活

動について５団体，生業体験で 6 団体，親水スポーツ等で２団体との連携により，学

期授業１つにつき 6，7 回の地域体験活動を実施した。これら体験活動の教育効果を

高めるために，体験活動に前後して，環境教育ＷＧに属する教員が，活動と関連する

歴史・地域経済から環境・自然科学，身体スポーツ科学にわたる分野の教室講義を実

施するとともに，地域ＮＰＯ等との連携により学界の第一線にある外部講師の特別講

義を行い，幅広い学びへの動機付けを図っている。また，体験活動においては，既履

修生を中心とするＳＡ・ＴＡを配置して，地域団体等と学生とのスムーズな交流を促

進させるようはかった。とりわけ取組２年度目からは，地域自然保護団体と連携して，

課題探求型グループワーク形式の授業（前後期「大分の水Ⅲ」，集中講義「里海と里

山ⅠⅡ」）を開発し，学習動機付けおよびコミュニケーション能力の伸張を図った。

 これらにより環境問題を契機とする学習動機付けと，学士課程教育における学習の

展望の明確化という点において一定の成果を得た。受講生への授業アンケートにおい

て，「環境問題への関心がある」（例：2011 年度「大分の水Ⅰ」「はい」「どちらかと

いえばはい」とする回答開始時 37％，62％→終了時 41％，57％）「環境関連の授業を

さらに履修するつもりだ」（例：2011 年度「大分の水Ⅰ」「はい」「どちらかといえば

はい」との回答開始時 19％，49％→終了時 17％，56％）について授業終了時には開

始時よりも肯定的回答の割合が増加することからも明らかである。とりわけ，課題探

求型･グループワーク形式の授業では，上記の傾向が一層明確であり，「環境問題への

関心がある」（例：2011 年度「里海と里山Ⅰ」「はい」「どちらかといえばはい」との

回答開始時 13％，73％→終了時 53％，47％）「環境関連の授業をさらに履修する」（例：

2011 年度「里海と里山Ⅰ」「はい」「どちらかといえばはい」との回答開始時 10％，

33％→終了時 23％，60％）について肯定的な回答の割合が極めて明確に強まってい

る。さらに，他の授業では割合の高くない「将来環境に関わる職に就きたい」（例：

2011 年度「里海と里山Ⅰ」「はい」「どちらかといえばはい」との回答開始時 3％，10％

→終了時 10％，37％）でも肯定的回答の増加際だっており，集中講義や課題探求型

等の特色ある教育技法しくみにより，一層体験と学習との関連が明確できるという効

果が上がったと考えられる。 

 年度成果報告として行われた「環境教育交流研究会」等では，連携先地域団体関係

者からは地域社会との連携した教育取組について肯定的な評価を受けているほか，と

りわけ，社会性涵養ＳＡをつとめる学生への教育効果については注目を集め，電通育

英会IKUEI NEWS（2011.7, Vol.55）でも紹介された。また，③で詳述するように，経

済学部では本取組の体験活動を展開させるプログラムの開発が進められている。 

 

 

23　大分大学



③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組の評価は，各年度に環境教育ＷＧの「自己評価を踏まえて，外部評価委員会

が」，また「終了時の評価は，環境教育ＷＧおよび年度ごとの外部評価委員会の評価

を踏まえ，外部評価委員会が行う」とし，外部評価委員会は「体験活動に参与するＮ

ＰＯ，企業等の代表や他大学教員，本取組を経た卒業生の就職先である企業・自治体

関係者で構成する。」としている。外部評価委員会は，私大教員（環境教育），高専教

員（高専ＧＰ担当），県環境部幹部（後に製薬企業関係者），自然保護団体専従職の４

名で構成され，毎年度末に「環境教育交流研究会」と同日開催した。 

外部評価委員会は本取組を６課題ごとに５段階で評価するアンケートを行った。各

項目では（2009 年度→2010 年度→総括），１．社会性涵養（4.3→4.6→5），２．学習

動機付け（5→4.6→4.75），３．学習展望（2.6→4→4.75），４．学習集団形成（4→

4.6→5），５．職業人意識啓発（4.3→4→4.5），６．環境問題基礎的理解達成度（5

→5→5）。これら項目平均値は 2009 年度に 4.2 であったものが，2010 年度に 4.5，総

括では 4.8 の評価を受けている。 

2009 年度の外部評価では，授業評価について授業終了時のみに実施するのではな

く，開始時にも実施して比較検討することが求められた。2010 年度には，また，新

設授業等本取組内授業間や専門教育への展望を含む教育課程との関連について，既履

修生らＳＡ・ＴＡの学習集団形成やＳＡ自体に対する教育効果を明らかにするべきと

の指摘を受けた。 

外部評価委員会の前年度の指摘を受け，2010 年度には，開始時にも授業評価を実

施し，これにより開始時から終了時にかけての教育効果の測定が可能となり，集中講

義や課題探求等の教育技法の効果を明確にできた。 

2011 年度には，大分の水ⅠⅡを大規模クラスでの体験活動による社会化・動機付

けの契機とし，大分の水Ⅲおよび里海と里山ⅠⅡでの課題探求型のグループワーク授

業として展開させ，位置を明確にした。さらに，本取組と関連しつつ，さらに展開さ

せる教育プログラムが専門教育でも開発されつつある。2011 年度には工学部知能情

報工学科におけるプロジェクト型学習「知の創造プロジェクト」の一環として，学生

の主体的プログラムとして本取組のサイトの改修を行っている。また同年度から経済

学部では「田舎で輝き隊！」プログラムが開始し，体験活動からさらに進めて大分県

内の「田舎」が抱える課題に大学生が主体的に解決のため取り組むという内容である。

これら専門教育課程においても，地域社会の実践的な課題を踏まえた課題探求型教育

が展開されていることにより，初年次を主対象とする本取組を履修した学生がさらに

学習を展開させる教育環境が整えられてきたといえる。 

また，既履修生ＳＡ・ＴＡへの教育効果の検証については，環境教育交流研究会に

おいて，3 名のＳＡが学習展望と本取組による動機付けとの関連について自身の経験

を踏まえた成果報告を行った。また，こうしたＳＡへの教育効果については学外に公

開する機会も得た（電通育英会・IKUEI NEWS, 2011.7, Vol.55）。 

 なお，平成 21 年度実施大学機関別認証評価では，「優れた点」として本取組の採択

が示されている。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

支援期間終了後については，「学長裁量経費「教育改革事業」として措置していく」

としていた。現在，本取組は学内における財政支援として「ＧＰ事業継続」制度の支

援を受けている。これは，補助期間終了後の取組への支援として，申請と審査により

本学学長からの裁量経費としての採択を受けて配分され，本年度採択金額 2,800 千円

をえている。また，「大分県，国土交通省河川財団，企業による民間ファンドへの申

請，また，「おおいた水フォーラム」からの支援を要請」するとしており，とりわけ，

「おおいた水フォーラム」等の地域諸団体とはさらに連携を継続する。 

本取組の実施体制は支援期間終了後も，人文社会から自然科学、スポーツ系まで全

学の多様な分野の教員からなる環境教育 WG による事業体制を継続して展開し，体験

活動を組み込んだ授業の企画と運営にあたる。 

本取組は支援期間からの教育技法を展開させて、地域社会との交流による学生の社

会性の向上と、地域社会課題の実体験による学習への動機づけをはかる。このため，

核となる授業として第一に，体験活動を組み込んだ教養授業である「大分の水Ⅰ」（前

期）「大分の水Ⅱ」（後期）を地域諸団体・他大学等と連携を継続させて，自然観察・

保全活動，水辺の生業体験活動，親水スポーツなどを行う。第二に，支援期間におい

て，地域諸団体との共同で新たに企画開発した，課題探求型のグループワークである

集中講義「里海と里山ⅠⅡ」を継続して実施し，集中的な体験活動の実施により，よ

りいっそう教育効果の高い教育技法の開発を進める。また，支援期間中に地域環境団

体と共同で企画開発した「大分の水Ⅲ」は，学長裁量とは別途に，経済学部の財政負

担により実施されるが，同授業における体験活動とグループワーク学習を組み込んだ

教育，課題探求型学習などの教育技法については，引き続き本事業の環境教育推進Ｗ

Ｇが共同で実践的に教授法の改善開発を進める。 

ＧＰ事業継続の支援により，既履修の上級学生、大学院生をＳＡ、ＴＡとして学習

支援のために配置する。体験活動における地域社会とのスムーズな交流を促進させ、

他方で通常講義の授業収録とＶＯＤ配信支援作業に従事させる。また，ネット授業配

信を含め，本事業サイトの運営支援にもＳＡ・ＴＡが従事することで広報活動をより

充実させ，受講生の授業外での自主学習の支援を促進させる。また，ＳＡ・ＴＡおよ

び受講生を含めた学生による相互学習支援のための学習集団育成を強化する。とりわ

け，県内の学生による相互学習成果交流の場である「おおいた学生水フォーラム」へ

参画を進める。なお，こうした学生間だけでなく，県内大学間交流と，地域諸団体と

連携にあたっては，従来同様「ＮＰＯ法人おおいた水フォーラム」との連携と支援を

一層強化し，個々の大学による負担にのみ依拠しない大学間，域学連携を進める。 

支援期間中発足した環境教育交流研究会を継続して開催し、県内高等教育機関・地

域団体連携による環境教育実践についての交流を進める。その際には，県内唯一の人

文社会から自然科学に渡る総合大学として，社会性の向上や学習動機付けのための体

験活動を組み込んだ教育技法の普及につとめる。これら活動については，外部評価委

員会を実施し、評価結果を次年度以降の取組に反映させる。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は，社会性の涵養と学習動機付けを目的として，水辺環境における地域体験

活動を組み込んだ教

養教育授業を実施し

た。体験活動の事前

事後指導として，社

会・自然科学からス

ポーツ科学にわたる

環境教育推進ＷＧの

教員により講義を行

うとともに，ＳＡ・

ＴＡによる学習支援

体制を整備した。 

 授業アンケート

からは，「環境問題

への関心がある」「環

境関連の授業をさらに履修するつもりだ」について授業終了時には開始時よりも肯

定的回答の割合が増

加しており，各年度

に実施した外部評価

では，本取組を６課

題ごとに５段階で評

価するアンケートを

行い，これら項目平

均値は 2009 年度に

4.2 であったものが，

2010 年度に 4.5，総

括では 4.8 の評価を

受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）成果・教育効果 総括 2010年度 2009年度

１．社会性涵養 5 4.6 4.3

２．学習動機付け 4.75 4.6 5

３．学習展望 4.75 4 2.6

４．学習集団形成 5 4.6 4

５．職業人意識啓発 4.5 4 4.3

６．環境問題基礎的理解 5 5 5

平均 4.8 4.5 4.2
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