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取 組 の 概 要 

初年次・導入教育の柱である基礎ゼミで扱う様々なアカデミック

スキルの強化・再訓練の機会として、正課と連携した学習支援サー

ビスを課外講座として種々充実させることで、組織的・継続的な学

習支援体制の整備を目指した。さらに一定水準の GPA を卒業要件に

している本学では、水準以下の成績不振学生を指導するアカデミッ

ク･アドバイザー制を敷いている。本取組は、アドバイザーの学習指

導を補完するものである。 

 

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 

【申請書記載内容】 

本取組の実行体制としては、共通科目運営センター委員会と全学 FD 委員会を母体

とした専門委員会として学習スキル育成委員会（仮称）を組織し、実際の取組は教育・

学習活動支援センター（CETL）を窓口として実施する。３年間で順次体制を拡充し、

４年後の全学的なカリキュラム改訂および新校舎建設を目処に、総合学習支援センタ

ー（仮称）を設立し、業務を引き継ぐ。 

【実際の取組】 

 学士課程教育担当副学長を委員長とする学習スキル委員会をつくり、その委員会の

了承の下、CETL が取組を実施した。３年間の実績をもとに、明年設置予定の総合学

習支援センター（仮称）への引き継ぎ準備を進めている。 

 

(２)取組の実施内容について 

申請書には、教育・学習活動支援センター（CETL）が共通科目運営センターおよび

各学部と共同して、以下の取組を行うと記載されている。 

①カリキュラム連携型学習スキル訓練（ASTAC） 

ASTAC とは、正課（共通科目や学部の導入専門科目）の中から、特定の学習スキ

ルを訓練するための科目を毎期設定し、授業課題を通じた実地訓練を行うものであ

る。その際、ASTAC で扱う学習スキルを網羅する課外講座を設け、実地訓練を補完

する。また、課外講座のポイントをまとめた放送教材（ミニ･レッスン）を用意し、

エリアワンセグ放送で配信し学生のスキル活用を促す。 

②学業不振学生への特別な支援プログラム（オアシスプログラム） 

オアシスプログラムでは、アカデミック・アドバイザー教員と連携し、慢性的な

学業不振者のうち、経済的および精神・健康面の理由ではなく、学力面での問題が

大きい学生を対象にしたリメディアル的な学習スキル訓練の機会提供を行う。 
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実際は、以下のスケジュールで取り組んだ。 

【2009 年度】 

 ASTAC 用課外講座担当者養成を目指し、ICCC コーチ養成講座に２名の教員を

派遣した。 

 アカデミック・アドバイザー研修プログラムとして、外部講師を招聘し、マ

インドマップおよびコーチングの１日研修を試行し、14 名の教員が参加した。

 全教員対象に、大学生に必要な学習スキルに関するアンケート調査を行い、

課外講座の内容を検討した。 

【2010 年度】 

 ２名の教員と２名の特別センター員を中心に ASTAC（特に文章力講座）向け

課外講座の試行的に開講した。前期は 17 講座 26 セッションに延 117 名の学

生が、後期は 21 講座 35 セッショに延 114 名の学生が参加した。 

 オアシスプログラム利用学生は７名であった。 

 夏期および春期休業期間を利用して、マインドマップおよびコーチングの研

修を行い、延 100 名ほどの教職員が参加した。 

【2011 年度】 

 新たに２名の助教、４名の特別センター員を採用し、ASTAC 向け課外講座の

拡充を試みた。前期は 28 講座 75 セッショに延 121 名の学生が、後期は 26 講

座 85 セッショに延 247 名の学生が参加した。 

 ASTAC の一環として、前後期合わせて９科目 62 クラスの受講生延 1178 名を

対象にレポート診断を行った。 

 オアシスプログラム利用学生は 10 名であった。 

 前年度同様、夏期および春期休業期間を利用して、マインドマップおよびコ

ーチングの研修を行い、延 50 名ほどの教職員が参加した。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

 ①取り組み紹介の HP を CETL の Web サイトに開設 

 ②他大学での講演会等での実践報告 

 ・平成 23 年 12 月 関西国際大学 GP 公開合同フォーラムで取組事例紹介 

 ・平成 24 年 ２月 静岡県立大学看護学部 FD セミナーでマインドマップ研修 

 ・平成 24 年 ３月 長崎県立大学情報メディア学科 FD 研修で取組事例紹介 

 ・平成 24 年 ３月 長岡科学技術大学基礎学力向上に関する研究会で取組事例紹介

 ③他大学からの視察受け入れ 

 ・平成 23 年 ７月 関西国際大学 

 ・平成 23 年 11 月 沖縄国際大学 

 ・平成 23 年 10 月 帝京大学短期大学 

 ・平成 24 年 １月 名桜大学 

 ・平成 24 年 １月 長浜バイオ大学 

 ④公開成果報告会の開催 

 ・平成 24 年 ３月 24 日 公開成果報告会を大学コンソーシアム八王子ならびに日

本協同教育学会共催、八王子市および八王子市教育委員会後援で、他大学教職員ほか

65 名の学外教育関係者を含む 106 名の参加者を迎えて開催した。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 

【申請書記載内容】 

申請書には、次の４つを達成目標として挙げていた。 

①学習スキル不足が主な原因として生じる成績不振者の減少 

 （数値目標）３年間で退学勧告候補者の 20％減 

②学習スキル改善による全体的な成績（GPA）の向上 

 （数値目標）３年間で学年平均 GPA の 0.3 ポイント上昇 

③学習スキルの効果的運用による学習意欲や自己イメージの向上 

 （数値目標）授業アンケート結果の向上、質問紙調査による自己イメージの向上 

④科目担当教員とのスキル訓練課題検討を介して授業計画の明確化 

 （数値目標）取組の３年間で全対象教員の 25％の ASTAC への参加 

 

【実際の取組】 

本取組を通じて以下の成果が認められた。 

①平成 19 年度末の退学勧告対象者数に対し、平成 23 年度前期終了時の対象者数は

27％減少した。 

②平成 20 年度 GPA 平均、前期 2.60、後期 2.65 に対し、平成 23 年度 GPA 平均、前期

3.12、後期 3.14 となり、それぞれ 0.52、0.49 ポイント上昇した。 

③平成 23 年度前期の授業アンケート結果を ASTAC 対象科目とそれ以外の科目で比較

すると、質問などの学習意欲で 0.71 ポイント、授業の理解度で 0.36 ポイントの開き

が認められた。 

④学部専任教員など取組対象教員 210 名のうち 48 名（22.9％）が取組期間中少なく

とも一度は ASTAC に参加した。 

 

以上のように、当初の目標は概ね達成できたと考える。また、本取組ではアカデミ

ック・アドバイザー教員対象にコーチングとマインドマップの研修会を行った。そこ

に人事部と連携して職員も参加させ、教職員の情報交流を促した。これにより本取組

及び CETL の活動に対する全学的理解が深まった。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 

【申請書記載内容】 

副学長を室長とする企画調査室に GP 取組評価部門（学長が委員を任命）を設け、

取組の成果を分析・評価し、学長に報告する。評価指標としては、GPA の改善、課題

設定科目におけるターゲットスキルの向上変化、および学生の自律意識変化（アンケ

ート調査）がある。これらの指標の変化をもとに、プログラムの成果･効果を点検し、

全学的な初年次・導入教育の改善を進める。 

 

【実際の取組】 

本取組では CETL 内の学習スキル育成部門員会を学期ごとに開き、情報の共有と運

用の方針確認を行ってきた。さらに、年に 1 度この部門会のメンバーと共に学士課程

担当副学長ならびに教務部副部長を招き、本取組の状況に関する内部評価を行った。

２年目から外部評価委員を招き、より客観的・専門的なアドバイスを戴く機会を持っ

た。以下、2010 年度、2011 年度の外部評価委員会の概要を記す。 

（2010 年度） 

2011 年２月３日に伊藤健二氏（慶応大学准教授）、同年２月 25 日に安永悟氏（久

留米大学教授）をそれぞれ外部評価委員として招き、２年目までの取組について指導

を仰いだ。伊藤委員からは課外講座内容と就業力スキル要件との関係を明らかにすべ

きとの指摘があり、全学的なラーニングアウトカムズ設定の動きと合わせて、明示化

を進めることにした。 

（2011 年度） 

2012 年２月 28 日伊藤健二氏（慶応大学准教授）、上村和美氏（関西国際大学教授）、

難波美都里氏（南大阪大学コンソーシアム統括コーディネーター）の３名を招き評価

委員会を行った。評価委員からは、以下のような指摘があった： 

補助金終了後も事業を継続できる体制ができており、大変に評価できる。また、

他のＧＰ事業も学内において、すべて継続・発展できており、評価できる。その

ノウハウの公開に期待している。より一層の事業の発展のためには、利用者をさ

らに増やす必要がある。そのための学内への広報活動を増やし、事業内容の周知

を徹底する必要がある。 

この指摘を受け、ASTAC およびオアシスプログラムの更なる利用促進を図るための

CETL サービスガイドを作成し、全教員に配布した。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 

取組終了後も順次体制を拡充し、平成 25 年秋に予定される新校舎竣工を機に、総

合学習支援センター（仮称）を設立し、本取組で試行してきた学習支援業務を引き継

ぐ。経費面においても、事業継続の予算措置を行い、財政支援期間に取り組んだ主要

な事業は同程度の規模を維持し、さらに総合学習支援センター開設に向け、平成 24

年度には新たに以下の５点に取り組む。 

ａ）カリキュラムシークエンスに配慮した ASTAC を展開するため、各学部１，２年

次配当の専門科目から連携科目を指定し、カリキュラムマップに位置付ける 

ｂ）学習セミナーで扱うスキルと就業力との関係を明確にし、キャリア教育の一環

として位置づける 

ｃ）短期集中型のオアシスプログラムを開発する 

ｄ）ピアサポートグループの組織化を進める 

ｅ）学生の学習スキル、学習態度、教育成果等の調査・研究（教学ＩＲ） 

 

総合学習支援センター設立に向けては、すでに設立準備委員会を組織しており、物

理的環境の整備ならびにセンタースタッフの採用も含め、準備を進めている。また、

新たな大学運営体制の整備のため、事務組織のリストラクチャリングと職員の業績評

価制度の導入に向けて検討を開始している。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は、卒業要件化した GPA 制度の下で全学展開しているアカデミック･アドバイ

ザー制を支援するものです。さらに初年次・導入教育の柱となっている基礎ゼミ等の

正課におけるカリキュラムと連携させることで、これら既存の制度による教育成果を

より確実なものにすることを目的としています。 

具体的には、教育・学習活動支援センター（CETL）が共通科目運営センターおよび

各学部と共同して、カリキュラム連携型学習スキル訓練（ASTAC）と学業不振学生への

特別な支援プログラム（オアシスプログラム）を実施してきました。ASTAC とは、正課

（共通科目や学部の導入専門科目）の中からいくつかの科目を毎学期選び、授業担当

者が CETL と協力して、授業課題を通じた学習スキル訓練を行うものです。また、オア

シスプログラムではアドバイザーの推薦を受けた学生を対象に、学習スキル面の個別

指導を行っています。なお、学生に身につけておいて欲しい学習スキルに関して、放

送教材（ミニ･レッスン）を用意し、エリアワンセグ放送（通信技術の活用）を用いて

キャンパス内の全学生に情報提供する実験も行いました。 

 本取組を通じて、①学習スキル改善による全体的な成績（GPA）の向上、②学習スキ

ル不足が主な原因として生じる成績不振者の減少、③学習スキルの効果的運用による

学習意欲や自己イメージの向上という目標が概ね達成されました。また、④科目担当

教員とのスキル訓練課題検討を介して授業計画の明確化を進め、共同でシラバス作成

を行うなど、FD の取組を推進してきました。さらに、基礎ゼミ SA 経験者を中心に学習

支援に関するピア・サポート体制を築き、学生間の教育的交流を促進しています。 

 今後は、明年設置予定の総合学習支援センター（仮称）へ業務を引き継ぎ、活動の

更なる充実を目指します。 
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