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取 組 の 概 要 

 本取組は、大規模私大においてアクティブ･ラーニングを展開する

ため、①取り組み母体となる大学院生スタッフ（AS）、事務職員、教

育職員の三者協働体制の確立、②主に初年次学生向け PBL 型科目に

おける能動的学習モデルとなる学生スタッフの恒常的な発掘・育成

及び授業内での活用促進、③学生の問題発見能力等の育成に軸足を

置いた教育・学習システムの再構築、の三つの軸によって、関西大

学が掲げる学士課程において身につけるべき力「考動力」育成を図

るものである。 

 

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、教育推進部長（副学長）の統括下で①教員（教育推進部専任教員、学部

所属専任教員）、②職員（授業支援グループ専任職員）、③学生（Advisory Staff（AS）、

Student Assistant(SA)、Learning Assistant（LA）、Teaching Assistant(TA)）の三

者が協働して実施した。取組推進のための諸施策は教員・職員・AS を構成員とする

「事業推進担当者会議」等で協議・決定され、ついで適宜、全学組織の「教育推進委

員会」で報告・承認された。こうしたトップと各学部とを繋ぐガバナンスにより全学

規模での密な情報交換、並びに各学部からの協力・支援が実現され、大学全体の支援

体制下で一貫した運営を実施することができた。補助額を超える経費についても大学

経常費を充当することが採択当初から認められていた。 

 

(２)取組の実施内容について 

1．  学生支援組織の恒常的な成長を支える研修制度の確立 

計画：各種学生スタッフ（TA、SA、LA、AS）の育成する研修制度の確立 

実際：TA研修(22年度2回・23年度2回)、SA研修(21年度1回、22・23年度各2回)、LA

研修(21年度3回、22年度4回、23年度4回)を実施した。参加者数及び参加率は、TA

研修が各回27～31名(参加率：各回約7～8割)、SA研修が各回164～170名(参加率：各

回約8～9割)、LA研修が各回10～18名（参加率：各回約4～6割）であった。また、AS

に対してはコンサルティング能力及び各種学生スタッフ研修開発能力の向上に資す

る研修機会（「ファシリテーション基礎講座」「ワークショップデザイナー育成プロ

グラム」等）の提供や視察への同行、学会発表の場におけるOJT等を実施した。いず

れの研修も年度ごとに定期的に実施した。 
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2．  学生のアクティビティを引き出す授業の促進・改善（FD活動） 

計画：①授業におけるTA・LA・SAが活用できる双方向型授業を充実及び双方向型授

業科目を組み込んだカリキュラムの構造化、②双方向型授業科目群における学生ス

タッフの活用促進、③アクティブ・ラーニングの教育TIPS作成、④アクティブ･ラー

ニングの恒常的な改善のための評価システム整備 

実際：①全学共通科目スタディスキルゼミ（以下「スタスキ」）の種類（1→7）とク

ラス数（40→54）を年度ごとに漸増し、各学部で開講している初年次ゼミと相互補

完的なカリキュラムを可能にした。また、学部専門科目でのLA活用も定着した。②

LAを活用したクラス数（10→39）並びにLAを活用した教員数（2→14）が年度ごとに

漸増した。③担当教員向けの情報交換会、ワークショップを毎年実施し（計5回）、

最終年度には成果をテキストとしてまとめ、発刊した。④学生の授業への参画の度

合いや知的好奇心を喚起するための授業改善のポイントが分かるよう、全学の授業

評価アンケートの刷新を行った。 

3．  学生のアクティビティの向上 

計画：LAからの学生に対するアドバイス・メッセージを発信し、学生相互の情報交

換を促進することで、学生の授業外学習などの学生の学習状況を改善させる。 

実際：「LA通信」や「スタスキ新聞」等のLAが自主的に作成した広報媒体をPBL型授

業の受講生に向け配付したり、LA-SA-TA間の情報交換の場を設定したりすることで、

学生に対するアドバイス・メッセージを広く発信することができた。 

4．  教員・職員・学生の三者協働組織の確立  

計画：TAおよびLAの研修制度確立をめざしたチーム・ビルディングの実施。 

実際：「事業推進担当者会議」を 3 年間で 47 回開催し、取り組み期間中一貫して定

期的・継続的に TA および LA の研修制度確立に向けた計画立案・実施・運営を行っ

た。なお、「事業推進担当者会議」は教育推進部専任教員全員(4 名)、職員は教育開

発支援センター専任スタッフ全員(2 名)、AS 全員(3 名)の三者協働体制で行われた。

 

 取り組みは、ほぼ調書通りに進行し、年度ごとの研修の企画・実施を通じて三者協

働組織および学生スタッフの着実な成長をみた。スタスキ科目の受講生は三年間で延

べ2454名（対象学年の約12%）におよび、受講希望者に至っては、取り組み最終年度

だけでも2274名（対象学年の約30%）を数えた。 

 

 (３)社会への情報提供活動について 

社会への情報提供は、年 3 回の広報誌発行（CTL NEWSLETTER）、年 2 回のＦＤフォ

ーラムの実施、ホームページ（随時）、年 1 回の学術誌発行（関西大学高等教育研究）、

年 1 回の活動報告（教育推進フォーラム）といった複数媒体で実施した。また、「大

学教育改革プログラム合同フォーラム（21･22 年度）」「関西地区 FD 連絡協議会総会

(22･23 年度)」「大学教育改革フォーラム in 東海（22･23 年度）」「日本教育工学会(22･

23 年度)」「私立大学情報教育協会(22 年度)」等、学協会等への発表も積極的に行っ

た。これらの情報提供の結果、全国の国･私立大学からの視察依頼や問合せを受けた。
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②取組の成果 【１ページ以内】 

①  TA・SA・LA の研修制度の確立  
アクティブ･ラーニングを支える学生スタッフを恒常的に発掘・育成するための体

系的な研修制度を整備した。TA・SA・LA それぞれの研修を定例化し、特に LA の研修

は業務分析を踏まえて LA 自身が企画・運営できるまでに成長した（結果、LA のパフ

ォーマンスは向上し、受講生アンケートでは LA に対する肯定的支持は 9 割程度）。

こうした成長を踏まえ、LA 数、LA 活用クラス数・教員数は取り組み年数に経るごと

に増加し、それが具体的な学習成果の向上にも貢献している（授業評価アンケート

の比較調査では、特に学生の理解度やコミュニケーションの質・量において非活用

クラスとの間に有意差が見られた）ことから、質保証は十分になされている。また、

SA は研修によりアクティブ･ラーニングの基盤となる教室環境整備の技術を身につ

け、TA は研修を通じクラスや学生の多様性に対応するための広範な資質を向上させ

ている。さらに SA 研修で LA がファシリテーターを務めるなど各種学生スタッフの

交流も実現させ、有機的に学生スタッフの資質向上を担保することもできた。研修

のノウハウが定着し、研修により各種学生スタッフが高度に成長を遂げ、学生の学

習成果の向上に貢献したことから、ほぼ全ての達成目標は達成されたと言える。  
②  学生のアクティビティを引き出す授業の促進・改善（FD 活動）  

スタスキ科目をレベル・分野で多元化したことで、大規模私大の多様な学生に応じ

た柔軟なカリキュラム構成が可能となり、受講生の所属学部・学年次の広範化（所属

学部・学年の分散）が実現した。さらに、協同学習からクリッカー活用まで、全学共

通科目・学部専門科目の少人数から多人数に渡るクラス規模に応じた PBL 型授業の支

援体制も整備し、その成果は、LA 活用については TIPS として、授業運営については

汎用性の高いモジュール型テキストとして結実した（これらから、LA を活用した教

員のパフォーマンスは非活用教員に比べて高いという授業評価アンケートでの比較

調査結果を得た）。また、アクティブ･ラーニングに対応した授業評価アンケートに刷

新し、PBL 型授業の質を担保したことから、達成目標はほぼ全て達成されたと言える。

③  学生のアクティビティの向上  
授業内業務、研修企画、各種イベントへの参画等の成果が示すように LA のアクテ

ィビティは非常に高く、受講生の主体性・積極性を強く刺激している（LA 希望者数：

21 名（2009 年）→152 名（2010 年；アンケート回答者の 5 割））。特に LA の授業内

の業務は動機・態度・姿勢といった学習動機の根幹をなす情意的な部分にも有意な

影響を与えており（授業評価アンケートの比較調査より）、具体的な学習成果にも反

映されている（GPA 上位を占める学生比率が、スタスキ科目受講生は一般学生よりも

3 割程度高い）。LA が核になり、受講生へ影響力を伝播する形での質保証が成功して

おり、初期の達成目標の理念はほぼ達成されたと言える。  
④  三者協働体制の確立  

アクティブ･ラーニングの組織的展開のための基盤組織として、三者協働体制作り

が完成した。三者での恒常的な会議、並びに成果フォーラムを実施できたことから、

全ての達成目標は達成されたと言える。  
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 取り組みの評価は、取り組み 2 年目および最終年度に一度ずつ、「外部評価委員か

らコメントを受ける」→「事業推進担当者会議による自己点検・評価」というプロセ

スで実施している。外部評価委員は、橋本勝氏（富山大学教授）、溝上慎一氏（京都

大学准教授）、山田礼子氏（同志社大学教授; ただし委員としての参画は最終年度の

み）の 3 名であった。外部評価は、基本的な取り組みの内容・計画・成果についての

エビデンスをＦＤフォーラムや各種資料を通じて委員に開示（客観的な数値、実際の

活動の様子、学生スタッフ自身のフォーラムでの登壇など）したうえで実施している。

自己点検・評価は、外部評価の結果を踏まえ、本学教育推進部専任教員である事業推

進担当者が、各種エビデンスやアウトカムを年度計画と照らし合わせる形で、年度計

画に比した取り組みの達成度を測りながら実施した。 

 以上の評価･改善の体制・方法のもとで、2 年目では、具体的な効果がデータで示

されていることなどから、外部評価委員から取り組み全般に対して総じて肯定的な評

価を受けた。そのうえで、学内での別の取り組みとの連携（たとえば、学生が自らの

主体性を発揮し、学生自身で授業科目を企画・立案するための全学組織である「科目

提案学生委員会」）を実現するなどしてより学生の主体性を引き出す工夫をしてはど

うか、という示唆を受けた。自己点検・評価では、①三者協働体制の確立、②学生ス

タッフの研修制度の確立、③アクティブ･ラーニングのコンテンツ作成、の 3 つの項

目それぞれについて現状を確認し、特に③については、外部評価委員の指摘を受けて、

学生の主体的な学習を阻害している要因の洗い出しと課題解決の方略作成の必要が

あることを最終年度の課題とした。 

 最終年度においては、科目提案学生委員会による授業の運営に事業推進担当教員が

コアメンバーとして関わることで学内連携を強化し、学習状況調査に基づいた主体的

な学習の阻害要因への対策（＝多様なスタイルの授業のための受講スキルの育成）を

講じることで課題に応えた。以上を踏まえ、外部評価委員からは、本取り組みが所期

のねらいに適った十分な成果をもたらしたものであるばかりでなく、「関西大学とい

う個別の大学の成功に留まらず日本の大学教育の発展に大きく寄与する」とのきわめ

て高い評価を得ている（本取り組みの意義や成果は、事業内容について取り組み期間

中に複数の大学からの視察があったことにも反映されている。以下に示す各大学から

順に視察の依頼を受けて、事業担当者組織として全てに対応した。（関西学院大学、

法政大学、九州大学、沖縄国際大学、千葉科学大学、長崎大学、東北大学、追手門学

院大学）。 

一方で、その成果をより発展的に持続させ、学生の授業時間外学習を促進してゆく

ためには、中核となったスタディスキルゼミの受講学生にとどまらない広範囲で精密

な学生調査を今後も実施してゆく必要性があるとの指摘を受けた。学生の学習成果を

測るため、本取り組みではスタディスキルゼミの受講学生を中心的な対象として 2

度の学習状況調査を実施し、さらに LA 活用クラスへのアンケート調査、GPA の追跡

調査も実施しているが、今後こうした調査の対象をさらに拡張してゆく必要がある。
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④ 財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

「考動力あふれる人材の育成」は本学の長期ビジョンの柱の一つであり、その中核

を担う本事業は学内的に重要度の高い役割を担っている。そのため、事業推進に要す

る費用は、学内から経常費として財政支援期間と同程度に予算化されており、財政支

援期間終了後も、期間中と同様の事業を永続的かつ発展的に推進することが決まって

いる。また、事業推進体制は財政支援期間に確立した三者協働体制で行われ、諸施策

の協議・意思決定機関も同様の体制で行われる。以上から、経費面・体制面での課題

は特に見受けられない。ただし、今後取組を発展させていくにあたっては以下のよう

な三点の課題がある。 

一点目は、取り組み規模の拡大への対処である。取り組みの定着度と成果に対する

学内評価の向上により、財政支援期間を終えた今年度も、すでに最終年度であった昨

年度よりも取り組みの規模は拡大している（23 年度のスタスキクラス数は昨年度よ

り 2 クラス増加（54→56）し、LA の数も約 10 名増加している（47 名→56 名））。対

象学年や対象学部の広範化・全学化の傾向に伴い、来年度以降も取り組み規模の拡大

が見込まれている。したがって、こうした広がりを踏まえて組織体制のサステナビリ

ティの強化が必要となることが予想される。 

二点目は、取り組みの拡大に伴う基礎調査の精緻化である。たとえばスタスキ科目

等の LA が授業に入る科目に関しては一定程度のアクティブ・ラーニング促進が成さ

れたことが検証されたが、受講生が他科目において、あるいは上位年次になった際に

同様のアクティブな学習活動を行うことができているかについては十分な追跡調査

を行えていない。追跡調査の実施に向けて、スタスキ科目受講経験者が上位年次にな

った際の成績などの定量的データ及びレポートなどの成果物や授業中の態度などの

定性的データを取り、アクティブ･ラーニングのさらなる全学展開を促進してゆかな

ければならない。さらには、外部評価委員から指摘を受けたように、スタスキ科目の

受講生にとどまらない、全学生レベルでの広範囲な学習状況、科目履修状況の調査も

必要である。各学部との連携をより緊密にし、協力体制を強化しながら IR を推進す

ることが求められている。 

三点目は、授業時間外学習を促す学内の学習環境の整備である。海外・国内の視察

調査を通じて、（スタスキ科目履修者にとどまらない）全学生レベルでの授業時間外

学習時間の増加を促すためには、協調学習や協同学習の場となるラーニング・コモン

ズのような施設が不可欠であるとの知見が得られている。本学にはいまだコモンズの

設置はなされていないので、まずは取り組みの成果を踏まえて本学の学習・教育環境

に適したコモンズのビジョンを策定し、そのうえで、コモンズ設置の学内合意に向け

た継続的な働きかけを積極的に行ってゆく必要がある。 

 以上三点が、本取り組みの今後の継続的な展開と深化のための課題である。教育推

進部が学長直下の組織であることを活かし、全学レベルでの支援・協力体制をより強

化しながら、本取り組みが持つ潜在的な発展可能性を存分に引き出してゆくことで、

日本の大学教育の全体の発展に寄与しつづけることが、社会的責任の大きい大規模私

立大学である本学に期せられた役割でもある。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本学に胎動しつつあった “How to Learn”  へのパラダイムシフトを発展的に継承

し、教育改善の質的充実を学生・職員・教員による三者協働によって推進することが

本取組の目的であった。【図 1】は、本取り組みが目指したパラダイムシフトの具体像

と、その中軸となるアクティブ・ラーニングの理念を示すものである。LA がファシリ

テーター、ラーニングモデル、メッセンジャーとして学習支援を行うことで、「学生―

学生」、「学生―教員」の闊達なコミュニケーションを促し、学生の主体性、積極性を

引き出すことが狙いであった。【図 2】は、組織体制における三者それぞれの機能と役

割を示している。特に AS が三者協働組織のハブとして組織全体をつなぎ、連携を促進

していることが本取り組みの大きな特徴であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習支援の核となる LA を育成する研修プログラムは、三者協働体制によるサポート

の元で、LA 自身が開発にあたった。また、授業時間外に学生が意見や情報を交換し、

相互に知的成長を確認し、あるいは刺激できる機会や場を種々用意することにより、

学生の主体的参与を促す「知的プラットホーム」を充実させた。LA 自身の手による「ス

タスキ新聞」、「LA 通信」、「LA TIPS」などがその具体的な成果である。各種調査の結果

から、活用教員のパフォーマンス向上、受講学生のコミュニケーションの質・量の向

上、学習姿勢・態度への肯定的影響、主体性刺激など、LA の存在がさまざまな成果を

もたらしたことが分かっている。 

また、アクティブ･ラーニングを充実するためのコンテンツ・メソッドの開発にあた

っては、PBL 型授業の授業事例をデータとして蓄積し、担当教員間の情報交換会を実施

した上で、アーカイブ作りを行った。このアーカイブに基づき、全学的実施の授業評

価アンケートを全面的に刷新し、学生の学習への傾注の度合いを評価軸に組み入れ、

PBL 型授業の質の保証を測った。これらを授業のコンテンツやメソッドの継続的な進化

の基盤とし、最終的にはアクティブ･ラーニングのための汎用性の高いモジュール型の

テキストを作成した。 

 以上を通じて本取り組みでは、有機的連携によって不断に成長する三者協働組織を

確立し、スタスキ科目を中心に多種多様なアクティブ・ラーニングを展開することで、

学生を自主的な学びの場へと誘い、「考動力」を持った関大人の育成を推進した。 

 

図 2：本取り組みの組織体制  図 1：本取り組みの理念  

 

69　関西大学




