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取 組 の 概 要 

学習サポーター制度は、基礎学力に不安を持つ学部 1,2,3 年生に対

し、先輩の大学院生が学習支援を行う制度である。本取組では、こ

の制度を拡充することでより多くの学生にサポートを受ける機会を

提供し、また院生・教員によるより効果的な学習支援のための調整

機能を整備する。また、対象学生の基礎学力データを蓄積し、適切

な管理の下で、個別の学習指導や学習サポーター制度の評価に役立

てる。さらに、他大学、高校、高専との交流を通じて、基礎学力向

上策の相互研鑽を行う。 

 

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 

本制度は教職員と大学  

院生との協働により大学  

全体で取り組んだ基礎学  

力向上策である。実施体  

制の組織図を右図に示す。  

共通教育センターと各課  

程が協力する形で進めら  

れた。特に、各課程のク  

ラス担任が対象学生とサ  

ポーターを選出する重要  

な役割を果たした。  

(２) 取組の実施内容に 

ついて 

[1] サポーター制度の拡大 

実施と発展 

[1-1] サポートスペースに 

よる新たなサポート方法の導入 

学生自習用パソコン室の一部を新たに「サポートスペース」として利用し、そこに

サポーターが待機して、サポート希望が叶わなかった学生や必ずしも定期的なサポー

トを必要としない学生への支援体制とした。 

学習サポーター制度実施体制

共通教育センター長学務課

課程主任

共通教育センター

学習サポーター制度担当者

対１年生実施責任者
（共通教育センター内で選出）

対１年生サポーター
（共通教育センターで選出）

１年受講生
（対１年生実施責任者が
応募受付・決定）

各課程

対２年生実施責任者
（２年クラス担任）

対３年生実施責任者
（３年クラス担任）

対２年生サポーター
（各課程で選出）

２年受講生
（２年クラス担任が
応募受付・決定）

３年受講生
（３年クラス担任が
応募受付・決定）

対３年生サポーター
（各課程で選出）

教務委員会
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[1-2] オフィスアワー、アドバイザー教員制度の活用 

サポート中に教員による学習指導が必要と判断された場合に、サポーターと学生が

オフィスアワーを利用して主体的に指導を受けやすいしくみを作った。 

[1-3] 学習サポーター制度の効果の検証とその評価体制の確立 

対象学生・サポーターへのアンケート、学習サポーター会議、科目担当教員アンケ

ートを毎年実施した。また、学生の基礎学力を把握するために実施している基礎学力

点検テストを、サポーター制度の効果の検証に利用した。 

[2] 学習サポーター制度支援Ｗｅｂシステムの発展的構築 

[2-1] 報告書作成支援・事例データベースサブシステム 

平成20年度に構築した報告書作成システムを改良し、サポート情報の蓄積・共有、

及び統計処理機能を充実させた。また、対象学生・サポーター・教員によるサポート・

コミュニティの活性化を支援するため、相互のやりとりの円滑化、その可視化(マッ

プ化)機能を付加した。 

[2-2] ＦＤ支援サブシステム 

サポート事例（対象学生のつまずき・サポーターの対応を含む）を授業改善・学習

指導に役立てるため、科目担当教員に配信した。また、教員オフィスアワー（質問受

付可能時間帯）の参照・予約システムを構築した。さらに、対象学生のつまずき事例

を時系列データベース化し、それを教員によって共有できるようにした。 

 [2-3] 個別教育・自己学習支援サブシステム 

対象学生の学習履歴をデータベース化し、学習履歴閲覧システムを構築した。また、

学習サポーター制度における「個別の教育支援計画」として、「個別の学習プロセス」

の作成を支援するシステムを組み込こんだ。さらに、対象学生自身のために学習履歴

を可視化する学習ポートフォリオ作成システムを構築した。 

 [3] 学習サポーター制度実施に関する情報の外部発信と交流 

[3-1] サポーター制度研究会等による基礎学力向上策の研究交流 

基礎学力向上に関する勉強会を１回、研究会を２回開催した。外部から講師を招き、

具体的な取り組みについての講演会と意見交換を行った。 

[3-2] 基礎学力向上策に関する高校、高専との連携の検討 

高校、高専との連携については、ＧＰの３年間で十分に行うことができなかった。

(３)社会への情報提供活動について 

学習サポーター制度のパンフレット、教育ＧＰウェブサイト「学習サポーター制度

による教育力の進化」により情報提供を行うとともに、活動内容を、随時、文教ニュ

ースや文教速報を通じて社会に発信した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

計画時における取組の達成目標 

(a) 全学の教員が学習サポーター制度に関わり、サポーターである大学院生に対して学

学習支援の方法等について指導し、学部学生の基礎学力を向上させる。 

(b)毎回の学習支援のときに、学生→サポーター→教員の連鎖で授業改善に関する事例

を収集し、それを活用して全学的にＦＤを推進させる。 

(c)対象学生の学習履歴をデータベース化し学習履歴閲覧システムを構築して、これを

教員が学習指導に役立てる。また、特に学習支援が必要な学生については「個別の

教育支援計画」が作成できるシステムを組み込む。 

実際の成果と比較した達成度 

(a)1.個別学習サポートについて 

ＧＰ以前の３年間とＧＰによる３年間の実施によって個別学習サポートは次第に

充実したものになってきた。共通教育センターを実施母体とし、サポーター、クラス

担任、科目担当教員、事務局が一体となって、学生の基礎学力向上に取り組むことが

できた。当初目指した全学による協力体制を築くことができたと考える。 

(a)2.サポートスペースにおける学習サポートについて 

サポートスペースの時間や場所を変え、また特定の科目での積極的な利用やサポー

ターどうしの支援報告書の内容チェック、コメント記載など、様々な形で取り組んで

きたが、残念ながら利用は拡大しなかった。事業期間終了後は規模を縮小して実施す

る。 

(b)全学的ＦＤの推進 

毎回の学習サポート終了後、サポーターからの報告書がウェブ上で提出される。

この報告内容を、サポートした科目の担当教員にメールで転送した。その結果、有

用な報告を授業改善や学習指導などの教育活動に役立てることができた。授業におい

ては、説明を強調する／詳しくする、授業スピードを考慮する、説明に時間をとる、

要点を追加説明する、などの活用事例が報告された。  
(c)学習履歴閲覧システムの制作・個別の学習プロセス作成支援システムの構築 

学習履歴データベースとして、学籍データ、留学・休学・退学等データ、基礎学力

成績データ、学習サポートデータ、授業科目成績データを含むデータベースを作成し

た。これを学習サポートの効果の検証等に活用することが、今後の課題として残った。

また、「個別の学習プロセス作成支援システム」を構築し試験的に運用した。対象学

生・サポーター・教員によるサポート・コミュニティの活性化を支援するため、相互

のやりとりの円滑化、その可視化(マップ化)機能を持つ。また、学習サポーター制度

における「個別の教育支援計画」として、「個別の学習プロセス」の作成支援を可能

にした。さらに、対象学生自身のために学習履歴を可視化する学習ポートフォリオ作

成システムを構築した。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

(1) 共通教育センターにおける評価 

各年度、ワーキンググループにおいて、取り組みの各分野の活動報告書を作成し、

センターにおける討議・検討を通じて評価を行った。その中で、次年度の改善課題を

明らかにし、その改善を含む充実策を、各年度に実施した。これには、対象学生・サ

ポーターアンケート、学習サポーター会議議事録、基礎学力向上勉強会・研究会での

討論内容、科目担当教員アンケートなどを利用した。また、サポート効果の客観的な

検証を試み、センター会合でその結果を議論した。これには、学習サポートデータ及

び基礎学力点検テスト成績を利用した。 

(2) 全学的な評価 

 各年度活動報告を教育ＧＰウェブサイトに掲載し、学内に情報提供した。また、リ

アルタイムＦＤの科目担当教員アンケートの中で出できた制度そのものに対する意

見を参考にした。さらに、教務委員会において学習サポーター制度について出された

意見をセンターで検討し、改善のための対策をとった。 

 今後、事業期間終了に伴い、成果報告書を教育ＧＰウェブサイトに掲載、学内への

情報提供を行い意見を募る予定である。それをもとに、制度の見直しを行ってゆく。

(3) 外部評価 

 基礎学力向上勉強会・研究会での取り組みの交流、意見交換により、本学の学習サ

ポーター制度の特徴が明らかとなった。成果報告書を全国の国立大学・高専、及び勉

強会・研究会参加機関に送付し、今後の交流とそれを通じての外部評価に備えている。

改善・充実へのおもな取り組み 

(1) 個別サポートでの欠席者について 

３年間にわたって個別サポートにおける無断欠席を無くすように努力した結果、無

断欠席は次第に少なくなった。しかし、完全にゼロにする事はできなかった。今後も

学期始めのサポーターガイダンス等で十分に注意するようサポーターを指導したい。

(2) さらに学力の低い学生をサポートする 

学習サポーター会議での意見によると、途中からやる気がなくなる学生がいる、と

ても優秀な学生が参加しているなど、「学力の低い学生に対する継続的なサポート」

が必ずしもできていない場合があった。これを実施責任者会議で報告し、サポート対

象をどのような学生にすべきかを検討してもらった。 

(3)リアルタイムＦＤについて 

学習支援報告書の記述内容を向上させるため、報告書フォーマットを改良した。ま

た、科目担当教員アンケートをもとに、具体的で詳細な報告がなされるよう、サポー

ターガイダンスでサポーターへの指導を行った。 

(4)学習サポート支援システムについて 

「個別の学習プロセス作成支援システム」により、学生・サポーター・教員の連携

をウェブ上で可能にした。また、学習ポートフォリオとしての活用ができるため、学

習サポートも含めた学生の自主的な学習全体を支援できるようになった。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組はすでにＧＰ採択以前に３年間実施しており、大学としても事業期間

終了後の財政的措置は可能である。引き続き共通教育センターを母体として実施

してゆく。 

(1) 学習サポート 

個別学習サポートは、予算規模に応じて適宜定員を見直しながらも、本学の学習サ

ポーター制度の柱となる取り組みとして継続実施する。サポートスペースでのサポー

トは、規模を縮小しつつ継続実施し、利用者の拡大を図る。それとともに、「個別の

学習プロセス作成支援システム」の運用、対面だけではなくウェブによるサポートの

実施、特定授業でのサポーター制度の活用など、先進的な取り組みの試行・検証の場

として活用してゆく。 

(2) リアルタイムＦＤ 

 科目担当教員への学習支援報告書の転送も引き続き実施し、学生の学習指導や授業

改善に有用な報告内容を役立ててもらう（ＦＤ）。また、学習サポートの内容の全学

的な周知、及び意見聴取の仕組みとしても利用する。 

(3) 支援Ｗｅｂシステム 

 事業期間内に構築したシステムを活用する。 

①学習サポート報告書システム：おもに個別学習サポート、リアルタイムＦＤを支援

するシステムとして今後も安定的に稼働させる。 

②学習履歴データベース：各年度の新規データを登録し、サポーター制度の評価や教

員の学習指導などへの活用を図る。 

③個別の学習プロセス作成支援システム：今後も必要な改良を行うとともに、個別サ

ポートでの使い方も検討し、さらに利用者の拡大を図ってゆく。 

(4) 外部機関との交流、社会への情報発信 

 共通教育センターで、必要な勉強会・研究会を実施、または、外部機関の催しに参

加し、取り組みの交流・相互研鑽を図る。また、教育ＧＰウェブサイトの運用を続け、

社会への情報発信を適宜行ってゆく。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

「学習サポーター」とは、学部 

生の学習支援をする先輩の大学 

院生のことである。基礎学力に 

不安を持つ学部生に対して先輩 

の大学院生による学習支援を行 

う。この制度を「学習サポータ 

ー制度」という。右図参照。サ 

ポーター１人が約３人の学生を 

受け持ち、毎週１回約 90 分の 

学習支援を行う。この制度は平 

成 18 年度から開始された。こ 

の制度の特徴を下記に示す。 

（１）学生は、決まった時間で 

の学習、自律的・計画的な勉強の習慣づけ、学習意欲及び学力の向上が期待できる。 

（２）サポーターは、複数の後輩の指導計画・管理を通し指導力が養成される。また

学部科目の復習になり理解が深まる。 

（３）教員にとっては、毎週学内で約 60 回実施されるサポートの報告書を見て授業や

演習に対する学生の意見をリアルタイムに収集することができ、それを自己の授業改

善に活かすことができる。さらに、教員はオフィスアワー等を活用し個別指導を行っ

たり、サポーターを通して対象学生に授業内容の補助的な指導をさせることができる。 

右表に３年間の学生 

数とサポーター数を示 

す。年々減少している 

ようだが、この制度は 

ＧＰ以前に３年間の実 

績があり、そのときには毎年学生数とサポーター数が増加していた。したがって、こ

こ３年間は安定期に入ったと言える。 

また、ＧＰ３年間の事業期間において全学的な協力体制を築くことができ制度を充

実させることができた。特に、共通教育センターを中心として、サポーター、教員、

事務局が一体となって取り組み、学部学生の基礎学力向上に大きく貢献することがで

きた。事業期間中に交流を行った外部機関の方々からも、本学の取り組みが評価され

興味を持っていただけた。 

今後の展開 

３年間にわたるＧＰの活動によって、本学習サポーター制度は充実したものになっ

た。今後は、ＧＰ期間に培ったノウハウを活かし、制度の現状を維持しつつ、サポー

ターによる学習支援及び教員による授業への活用を主とした取り組みをさらに充実さ

せてゆきたい。 

個別サポートにおける 3 年間の対象学生数とサポーター数 

  平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

対象学生数 226 人 201 人 162 人

サポーター数 78 人 73 人 67 人

学部学生

（大学院修士
・博士）

教員

教育電子カルテ

報告書へ
回答・指導

サポート
スペース
へ行く 質問

Webシステム

サポート

サポート

回答
eメール
で相談

講義，
演習，
実験

サポート
スペース
による支援

報告書送信、
アンケート回答

FD参考情報を得る

サポーター 教員実施
責任者

　　　学習サポーター制度における取り組みの実施内容

オフィスアワー，
アドバイザー教員に
相談

Webによる
資料提供，
支援指導

カルテによる
指導
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