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【公表】
取組実績の概要（２ページ以内）
１．取組概要
本事業の目的は、社会のパラダイム・シフトに対応する①自発自燃型人材、②グローバル人材、②地域
貢献型人材を育成することである。そのため、4 学期制を導入し、アクティブ・ラーニングの軸として、
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２．取組状況及び成果と課題
取組状況については、平成 28 年度より全学に 4 学期制を導入し、平成 29 年度より長期学外学修プログ
ラムである FS を本格的に開始、平成 30 年 1 月には学外学修推進センターを設置し、継続的且つ発展的に
本事業を推進している。事業の中心となる取組である 1 年次に実施する FS については、全学部（薬学部
除く）の必修科目として実施し、学外学修期間が実働 20 日間以上の長期 FS は、令和元年度 260 人（プロ
グラム数 40）となった。また、学外学修期間が実働 5 日間程度の短期の学外学修は、令和元年度 1,839
人（プログラム数 38）となり、令和元年度は合計 2,099 人（プログラム数 78）の学生が初年次に学外で
学修した。2 年次以降の選択科目として実施する学科専門のメインメジャーFS については、令和元年度 17
人（プログラム数 2）となり、学科横断の産学連携によるサブメジャーFS については、令和元年度 25 人
（プログラム数 6）となった。その他、プログラムの質向上を目的に毎年 FD 研修としての公開シンポジウ
ムを開催し、事業報告書を発行した。また、情報発信においては、FS 動画・プレゼンコンテストや、大学
祭での FS 成果報告会、受入先の特産品販売ブースの設置、大学 HP・Facebook 等で活動内容の発信等を行
い、学生の事後学修としての情報発信を積極的に推進した。その結果、新聞やテレビ等で取り上げられる
ケースや、実習の成果発表として自治体に提案したアイディアが事業化されるケースも出てきており、受
入先との互恵的且つ発展的な官学連携に繋がっている。
事業における必須指標の一つである「長期学外学修プログラムに参加する学生の割合」については、目
標値 27.6％に対し実績 11.2％であった。春季休暇の海外語学研修プログラム等が新型コロナウイルス感
染症の影響により中止になったことも要因ではあるが、主な要因としては、2 年次以上のメインメジャー
FS 及びサブメジャーFS の参加者数が当初計画より大幅に少なかったことが挙げられる。これは、学外学
修期間が 20 日以上の長期 FS は活動先、学生、教職員ともに負担が大きく、プログラムを拡大することが
できないことが要因である。また、2 年次以上の専門の学びを深めていく時期に 20 日間以上の学外学修を
教育課程に組込むことは専門の学びの特性上困難である学科もあった。令和 2 年度以降は各学科の特性を
踏まえてプログラムごとに効果的な学外学修期間を定め運用していく。その他、事業の中心となる取組で
ある 1 年次の FS においても規模に応じた運営体制に課題があり、
長期 FS 参加者数の増加に至らなかった。
1 年次の FS では、毎年約 140 人の教職員がプログラム担当や引率等で本事業に関わっている。特に 2 学期・
夏期休暇期間の引率では、職員約 90 人が全学的に参加しており、SD 研修や危機管理体制の強化には繋が
るものの、学生指導という教育的な側面を考えると教員が引率することが本来は望ましい姿であると言え
る。平成 30 年度長期 FS は 61 プログラムを用意したが、教員だけで引率することは現実的ではなく、TA・
SA の活用、引率を伴わない通学制プログラムの構築、プログラム数の縮小等を検討する必要があり、学外
学修事業を継続的且つ安定的に推進するために、
令和元年度長期 FS はプログラム数を 40 にして実施した。
但し、これは長期 FS 参加者数を減らすものであってはならないので、各プログラムの派遣人数枠を増や
すとともに、派遣人数枠の多いプログラムを新たに整備し、平成 30 年度派遣学生数以上の受入枠数を用
意して、長期 FS の魅力を具体的に出しながら学生告知を行っている。
次に、
「長期学外学修プログラムを経た学生の成績評価」については、長期 FS や長期インターンシップ
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等に参加した 2 年次以上の学生のうち、令和元年度単年度 GPA が平成 30 年度単年度 GPA から上昇した学
生の割合は 71.2％であった。また、看護実習等を経た学生のうち、昨年度に比して単年度 GPA が上昇した
学生は 31.1％であった。更に、語学留学プログラムや海外インターンシップ等に参加した学生のうち、
TOEIC スコアが平成 30 年度から令和元年度で 120 点以上上昇した学生は 52 人であった。何れの数値も目
標を達成しておらず、長期学外学修が単年度 GPA の上昇に大きく影響を与えているとは言えない状況であ
る。但し、単年度 GPA の比較については、学外学修以外の要因が作用されることも考えられるため、今後
様々な角度から更に多面的に調査・分析を進めていく必要がある。なお、1 年次の FS については、FS に
参加した学生、活動・協働先、指導教員にアンケートを実施し、学修効果を検証した。学生アンケートで
は、本学 DP を踏まえて FS 参加学生に求める成長指標等を定義し、FS の事前と事後で実施した。その結果、
成長指標のほぼ全ての項目が上昇し、学生の成長実感が高いプログラムであることが分かった。特に「何
かに取り組む際、課題や問題を意識して取り組んでいる」
「積極的に働きかけて物事をまとめたり、行動
している」
「自分の考えや図や数字を用いて相手にプレゼンテーションすることができる」の項目におい
て、成長を実感している学生が多いとの結果が得られた。
「学生の授業外学修時間」については、目標には届かなかったが、平成 27 年度 5.6％から令和元年度
9.6％まで上昇した。指標達成に向けた取組としては、学長直轄の組織である教育改革推進会議の小委員
会において「自立的学習者育成」
「アクティブな学び」の具現化を目指し、トライアル授業の運営支援を
継続的に展開した。また、平成 31 年 3 月に実施した全学 FD 研修「アセスメント・ポリシーとシラバス作
成事例の共有」では、シラバスで各授業に対する予習復習内容と目安時間を学生と共有することの重要性
を伝え、授業外学修時間の向上に努めている。更に、令和元年度には授業外学修時間等をテーマに各学科
で FD を行い、その中で抽出されたグッドプラクティスを教員管理職会議等で共有している。
その他の指標については、以下の【必須指標の達成度】の表の通りである。進路決定に関する指標もあ
るが、2 年次以上のメインメジャーFS 及びサブメジャーFS に参加し、その専門性を活かした進路に進むケ
ースも出てきている。平成 29 年度まで実施していた「ホスピタリティ産業ゼミ」では、平成 27 から 29
年度の 3 年間で 35 人の履修者のうち、航空・ホテル・ブライダル等のホスピタリティ業界に進んだのは
18 人となった。そのうち 5 人は航空会社の客室乗務員となっている。また、平成 24 年度より実施してい
る北海道東川町と連携した「地方行政・図書館司書ゼミ」の 5 期生（平成 29 年度卒業）は、7 人の履修者
のうち、6 人が地方公務員や地方信用金庫等の地域のために働く進路に進み、1 期生からの 5 年間で 10 人
の公務員を輩出している。その他のゼミにおいても、学生が自ら選び、深く学んだ専門分野を活かして就
職しているケースが見られ、2 年次以上の学外学修を通した深い専門の学びが出口にも影響を与えている。
３．補助金終了後の展開
平成 30 年 1 月に設置した学外学修推進センターを中心として、前述した教育・運営上の課題を解決し
ながら全学的な特色ある取組として FS を更に発展させていく。プログラムの質保証においては、1 年次の
FS では学科の専門の学びに繋がる FS を増やし、事前事後学修を更に強化することで、専門の学びへの意
欲や主体的な態度を養っていく。2 年次以降では専門性を活かし SDGs を実現する FS を増やし、本学のブ
ランドステートメントである「世界の幸せをカタチにする。
」人材を高い次元で育成していく。今後も大
学全体の教育過程に体系的に位置づけ、受入先である地方自治体等との互恵的な関係を継続しながら、主
体的に社会に貢献する人材の育成を推進していく。
【必須指標の達成度】

長期学外学修プログラムに参加する学
生の割合[％(参加学生数/全学生数)]
長期学外学修プログラムを経た学生の
成績評価[GPA 等、成績の伸長が計れる
もの]
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進路決定の割合[％((就職決定者数＋
進学者数)／卒業者数)]
学生の主体的な活動企画[件(活動数)]
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