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取 組 の 概 要  本取組では、地域における食に関する課題を探索する意欲と能力
を有し、その解決に寄与し得る学士力の育成をめざし、下記の 5 つ
のプログラムを推進し、体系的な学士教育課程の構築を進めた。①
早期体験学習と教養科目・専門基礎科目の学びを食の専門家として
の資質を高めるための専門科目の学びにつなげる体系的な教育課
程、②地域での信頼関係の上に構築される双方向型学習を通した課
題解決能力の育成、③専門職と連携した、実践的教育を通したロー
ルモデルの提示と学習成果の構築、④多様な学習形態を取り入れた
質の高い学習時間の確保、⑤その教育評価と新しい教育システムの
構築 

 

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、当該学科の教育体系全般に関わる多様な取組であり、事業推進責任者を中

心とし、PDCA サイクルに基づいたマネジメントを行った。本取組は、平成 19 年度に開

設された健康栄養学科が開設当初から実施してきたプログラムについてブラッシュアッ

プを図ることからスタートしている。従って、早期体験学習や科目内で実施するアウト

キャンパス・スタディなどは従来からの担当者がいたため、“Plan”段階では、その担当

者から学科会議（場合によっては学部教授会）に計画案を提示し、学科教員全体に周知

した。また、年度ごとに検討しなければならない事項については、主として事業推進責

任者が学科会議に諮って審議し、計画案を作成していった。“Do”段階では、個別の事業

を主体的に進めている学科教員が事業推進責任者や学部教務委員会・教務課と連携しな

がら各種の取組を実施してきた。“Check”とそれを受けての“Action”段階では、個々

の事業担当者が次年度の実施に向けて評価結果をフィードバックし、更なるブラッシュ

アップを図った。事業実施後には、実施内容について学科会議で報告し、学科教員間で

共有するよう心がけた。 

 本取組に関する教職員体制としては、学長（学長代行）－学部長－学科長を統括者と

し、事業推進責任者のもとで当該学科の専門科目担当者が主体となって推進してきた。

学科教員のうち、主として教養系科目を担当している教員や助手もそれぞれが関連する

授業はもとより、特別講義や課外活動、フィールドでの活動などをサポートし、学習成

果の向上に努めた。また、学内では、学長や学長代行、事務局長の統括のもと、事務局

総務課、教務課が経理面や教学に関わる事務的事項を担当し、成果のまとめや広報に関

しては、入試広報室や地域総合研究室などによる支援体制のもと、取組を推進した。 

 取組の 2 年目に開設された地域健康支援ステーションには、大学嘱託職員として専属

の管理栄養士を配置した。また、学内に学部長を委員長とする地域健康支援ステーショ

ン運営委員会を設置して、運営等に関する審議をおこない、活動の推進を図った。 

 (２)取組の実施内容について 

本取組の具体的な目的は、①初年次教育におけるアウトキャンパス・スタディや早期

体験学習、ならびに、教養科目・専門基礎科目の学びを食の専門家としての資質を高め

るための専門科目の学びにつなげる体系的な教育課程の構築、②多様な形態での授業等

を通して、幅広い学びや学習時間の量と質の確保、及び、双方向型学習の充実を図り、

課題解決能力の育成をめざすこと、③学ぶことの意義や目的を明確にし、学生の学習意
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欲を向上させるための仕組みをつくること、④地域健康支援ステーションを設置して、

その活動を専門教育とつなぐことで、学習意欲の向上と質の高い学習時間の確保につな

げること、⑤関係者との連携を強化し、多面的な教育評価に結び付ける新しい教育シス

テムを構築すること

であった。取組の推

進にあたってのステ

ップは次図に示した

とおりである。 

第 1 ステップとし

ては、取組初年度の

平成 21 年度に、平成

19 年度の学科開設以

来実施してきた既存

の取組を強化し、そ

の成果を活かすため

の体系化の検討を行

い、幅広い学びと学

習時間の確保を図っ

た。また、それに関

する評価とそのまと

めを実施したほか、

本取組の主要な柱と

なっている大学外で

の実践活動について

は、当時在籍してい

た 3 学年の全学生が

参加する形で、実践

活 動 報 告 会 を 実 施

し、下級生へのフィードバ

に個々の事業を評価し、実

の平成 22 年 4 月には、

デルの提示と実践活動の場の充実を図った。最終年度の平成 23 年度には GP フォーラム

を開催し、取組を評価するとともに、この取組についての公表・広報の機会とした。 

本取組においては、濃淡はあるもの学科に所属する全ての教員（助手を含めて 21 名）

が事業に関わっている（参加率 100％）。本取組専従の職員は、地域健康支援ステーショ

ンのスタッフ 2 名である。この取組に参加した学生については、課外の実践活動はゼミ

ナール単位、または希望者が参加するという形で実施してきたが、それ以外の活動につ

いては学科の全学生を対象として実施しており、参加学生は平成 22 年度卒業生も加え

て 404 名（参加率 100％）であった。 

 (３)社会への情報提供活動について 

 取組の内容については、本学公式ホームページに記載しているほか、実際の取組内容

や経過、得られた成果等についても、大学ホームページにニュースやトピックスとして

記事を掲載して情報提供を行った。また、支障がない場合には、入試広報室を通じて、

プレスリリースを行い、マスメディア（新聞社やテレビ局他）からの取材を積極的に受

け入れて、公表に努めた。また、主な取組の評価や成果については、その都度報告書を

作成し関係者各位に配布したほか、平成 22 年・23 年度には活動の映像を DVD に収録し

関係機関に配布した。最終年度の平成 23 年度には、11 月に松本市内のホテルで「GP フ

ォーラム」を公開形式で実施し、3 年間の成果について報告し、成果物として GP レシピ

集を配布した。 

 

 

ックを図った。以後の 2 年間は、PDCA サイクルに基づき、常

施内容や体制を見直してブラッシュアップを図った。2 年目

地域健康支援ステーションが開設され、学生に対するロールモ

 

60　松本大学



②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組がめざしたものは、「教養と専門科目の学びを地域の食に関する課題解決に

活かすための意欲と実践的能力を有する食の専門家の育成」であり、開学部以来積

み上げてきた教育内容について、初年次から 4 年次までを見通した上で、さらにブ

ラッシュアップさせることをねらいとした。目標とその達成度を下記に示す。 

短期目標 

①質の高い学士力の育成～幅広い学びの体系化～ ：ほぼ達成。 

大学内の授業におけるサポータ教員制度の活用やアウトキャンパス・スタディについ

ては、定期・定型化して実施しているものと必要に応じて実施するものがあるが、いず

れも実施体制を整備することができた。地域健康支援ステーションが窓口となったり、

地域協働型で実施されたりした実践活動も 3 年の間に継続事業として定着したものが多

く、現在も新規事業を含めて推進が図られている。その中で、学生は授業外での幅広い

学びを展開し、地域住民との双方向型学習を行い、課題探索能力の向上が図られた（下

記の学生アンケート参照）。この間、資格関係では、フードスペシャリスト資格認定試験

合格率が平成 22 年度 1 期生 92.8％（全国平均 81.1％）、平成 23 年度 2 期生 94.4％（同

83.5％）であった。また、管理栄養士国家試験合格率は平成 22 年度 64.7％(4 年制大学

の全国平均 82.1％)、平成 23 年度 71.2％（同 91.6％）といずれも上昇した。 

②地域の食に関するニーズへの対応の充実化～地域健康支援ステーション～：達成。

地域健康支援ステーション活動が軌道に乗り、平成 23 年度は学生との連携による

実践的活動 16 件、活動に参加した学生はのべ 162 名となった。また、実践系科目で

の授業との連携を図り、より実践的な授業を効率よく展開することができた。 

中期目標 

①地域の健康づくりや元気づくりへの貢献：達成 

 客観的数値データではないが、授業やゼミナールでの実践的活動や地域健康支援

ステーション活動に関しては、関係者からの聞き取りによる評価や継続や新規の依

頼が多いこと、報道等における高評価等を根拠とし、これらの活動が草の根レベル

で、地域の健康づくりや元気づくりに一定の貢献を成しえていると判断している。 

②地域社会からの大学・学生に対する更なる評価の向上：ほぼ達成。 

この間、1 期生と 2 期生が卒業したが、就職難といわれる現状のなかで、平成 22

年度は 98.4％、平成 23 年度は 95.7％の就職率を確保した。うち 8 割程度は病院、

福祉施設、給食受託会社、食品メーカー等、専門の学びを活かした就職先であった

ことは、地域社会から一定の評価が得られた成果といえる。 

3 年間本取組のなかで学習してきた平成 23 年度卒業生である 2 期生に実施したア

ンケート結果の概要は以下のようであった。 

①参加した活動：早期体験学習 58.2％、アウトキャンパス・スタディ 58.2％、地

域健康支援ステーションの活動 34.3％、実践活動（レストラン経営体験）70.1％、

その他の実践活動 17.9％であった。得たものが多かったと評価された活動は、レス

トラン経営体験、早期体験学習、アウトキャンパス・スタディの順番であった。 

②得たもの、活かせるものとしては、「地域や人とのつながり」、「社会人としての

振舞い・マナー」、「コミュニケーション能力」等があげられた。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 達成目標に対する評価体制については、本取組が健康栄養学科全体の教育方針等と

関わっていることから、内部評価と改善点の検討は学科会議で行うとしていた。本報

告の１「取組の実施状況」の(１)「取組の実施体制について」の項で記述したとおり、

学科会議において事業ごとの実施状況ならびに学生アンケート結果等を報告し、評価

を行った。その結果を踏まえ、実施担当者を中心として実施体制や実施内容の改善点

について検討し、次年度に活かすようにした。 

 3 年間実施してきた特別講演会については、毎年、講演録をまとめ、学生や学外参

加者へのアンケート結果を踏まえて企画評価と成果の評価を行い、それらを合わせて

冊子にまとめて公表し、学内外の関係者に配布して意見を聴取した。講演会を開催し

たことがきっかけとなり、本学における実践活動が「生ごみプロジェクト」として実

を結んだことも特筆できる成果である。 

 大学教育課程の科目において実施してきたサポータ教員による授業については、平

成 22 年度に教務委員会で報告書の書式を整え、事後報告を課してその成果について

検証した。その結果、学習効果の向上に寄与していることが確認でき定型化が図られ

たため、平成 23 年度には報告書の提出を行わないこととし、手続きの簡略化を図っ

た。アウトキャンパス・スタディの実施状況についても、教務委員会を経て学部教授

会で報告した。これら授業の中で実施したものについては、FD 委員会が学期ごとに

行っている授業評価の評価対象となるため、本学の教務委員会と FD 委員会が本取組

の評価委員会としての役割を担っていたといえる。 

 実践活動については、毎年、学外者の参加を得て実践活動報告会を開催し、学生の

実践活動を評価する意見を聴取した。実践活動フィールドが次第に拡大していったこ

とは、実践活動報告会で好評価を得たことが要因の一つである。地域健康支援ステー

ションの活動については、独自のホームページを開設して活動報告を行い、そのアク

セス分析レポートや寄せられるコメント等を参考に、活動内容や広報の方法等につい

て評価し改善を図った。また、学報において活動を紹介するページを設け、学内外に

広報して評価の一助とした。学生が地域で実施したこれらの活動については、毎年発

行される学生版アニュアルレポートに報告し、自己点検・評価の機会とした。 

 年度ごとの相違はあったものの、サポータ教員・特別講義等講師による評価報告書、

実践活動報告書、地域健康支援ステーション活動報告書等を作成し、関係者からの評

価を得て自己点検・評価を行い、次年度の活動にフィードバックさせた。また、本取

組では、地域社会との連携が重要であることから、平成 23 年度には GP フォーラムを

開催して外部関係者はもとより、広く一般に本取組の成果を公表して意見を求めたほ

か、京都府立大学が開催した GP フォーラムにも招聘され、活動内容と成果について

報告し、高評価を得ることができた。また、本取組の概要や個々の事業について、実

施主体となった教員や実践活動を行った学生が、日本栄養食糧学会、日本栄養改善学

会、長野県健康づくり研究討論会等でその成果を公表し、全国の研究者や実践者から

の評価を得ることができた。学会での評価コメントはプロセス評価や成果の把握方法

などの検討に役立った。終了年度以降も広範囲かつ包括的な点検・評価を実施し、成

果を公表していく予定である。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組の補助期間内に、大学としての実施体制の確立を図ることができた。また、

最低限必要な備品についても整えることができ、財政期間終了後の実施においては、

人件費やランニングコストの確保ができれば継続可能な状況となり、予算確保を図っ

た。 

 具体的には、3 年間実施してきた早期体験学習、アウトキャンパス・スタディ、サ

ポータ教員による授業等については実施形態等に関する検討が終了し、課程教育との

連携の形も整って体系化を図ることができた。その有効性も認められたことから、本

補助期間以降も本学独自の教育方法として継続を決定し、教務関係予算として計上さ

れた。 

 地域健康支援ステーションは、教育上ならびに地域貢献の成果が認められ、本補助事

業終了後の平成 24 年度も予算を確保して事業推進を図ることが決定した。健康づくり

は、栄養と運動の両輪がきちんと回転することが重要であり、さらに、本補助事業終了

後には学科の枠を外した取組が可能であることから、スポーツ健康学科が有するリソ

ースも活用してその活動の発展を図ることとなった。従って、次年度以降は人間健康

学部の健康栄養学科、スポーツ健康学科の両学科の学生が共に取り組むことができる活

動を推進していく予定である。 

 学生教育の場として重要視している実践活動についても、大学の性格上、地域をフ

ィールドとした栄養科学及びスポーツ科学を通した研究という視点も含めて、今後も

推進を図っていくべき取組と位置づけ、継続し、拡充を図っていくことになった。そ

の根本には、本学がめざしている「地域づくり」「人づくり」を、「食」と「運動」を

核とした取組を実施することで実現しようとする理念がある。それが学内外の関係者

に認められ、本活動の発展的な継続につながったといえる。「食」（健康栄養学科）と

「運動」（スポーツ健康学科）を核とした取組ではあるが、他学部との連携による活

動へと展開できれば、さらに質の高い学士の育成を追求していくことも可能である。

 平成 24 年度の事業としては、下記の活動を実施していく予定であり、この活動に

対して、大学は教育企画推進費として予算を計上した。①人間健康学部主催「健康フ

ォーラム」の開催：健康栄養学科とスポーツ健康学科の学生が実施してきた地域をフ

ィールドとした活動を発表しあう場を設定し、互いの学問分野について理解しあう。

また、地域や学外機関・組織に対しては、健康づくりの 3 本柱のうちの 2 本である栄

養と運動の両輪の取組が可能である松本大学人間健康学部の強みをアピールする場

とする。②人間健康学部特別講演（3 回）：健康栄養学科とスポーツ健康学科の学生

が共に、大学の授業や地域での活動での学習を深め、発展させることを目的として、

特別講演会を実施する。公開講演会とし、地域貢献にもつなげる。③地域における活

動：人間健康学部がこれまでに実施してきている活動を基盤として、地域貢献、学生

教育の充実等を目的に、地域をフィールドとしたさまざまな活動を展開していく。 

 取組の継続実施にあたっては、取組内容の充実を図り拡大させていくために、マン

パワーの拡充を図っていく必要がある。特に、地域健康支援スターション業務を行う

スタッフの勤務体制の整備が課題となってくる。平成 24 年度はこれまでの体制を維

持しつつ、今後の展開に向けての試行と評価を実施していく予定である。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

この取組を進めていくためのステップ本取組の短期・中期目標
教養と専門科目の学びを地域の食に関する課題解決
に活かすための意欲と実践的能力を有する食の専門
家の育成
短期目標

質の高い学士力の育成
～幅広い学びの体系化～

地域の食に関するニーズへの対応の充実化
～地域健康支援ステーション～

中期目標
地域の健康づくりや元気づくりへの貢献
地域社会からの大学・学生に対する更なる評価の向上

専門職としての就職の充実化

本取組による教育がめざしたもの
地域との協働による知識型教育と経験型教育

実践的活動を通じた統合型教育の構築

幅広い学びⅠ：アウトキャンパス・スタディ

大学を取り巻く地域全体もキャンパス～現場で学習(講義・実習他)～
食の専門家として学んでほしいこと

～地域の特性があればこそできる学び～

畜産試験場で生
命を食している 減農薬・無農薬農業の難しさ

4

１年次に専門職が働く現場訪問から学ぶ（課外学習）
将来の職場のイメージの把握⇒学習意欲の向上

病院で、さまざまな医療スタッフの役割
について学び、チーム医療や病院管理栄
養士の役割などについて知る

市町村保健センターで乳児健診
や離乳食指導の様子を見学し、
市町村の管理栄養士業務の一端
を知る

幅広い学びⅡ：早期体験学習

ことを実感する や農業後継者問題等に触れ、

「地産地消の仕事人」藤木
シェフのレストランで、
シェフの料理から学ぶ

それを支えることについて考
える

地元野菜のおいしさを知る

幅広い学びⅢ：サポータ教員・特別講義

サポータ教員（登録制）～必要に応じ、特に秀でた知識・技術を持つ
地域の人々に授業に参加してもらい、自らが有する知識・技術を学
生に伝えてもらう～
特別講義（授業または課外）
応用力を培うインパクトのある授業⇒学習意欲と知識技術の向上

6

幅広い学びⅣ：多様に展開される実践活動

地域において、様々な形で展開される実践的活動を通して学ぶ（実習、
ゼミナール、課外学習等）
専門科目における学習意欲の向上、専門基礎科目へのフィードバック

環境フェアでブースを担当

サイエンスパートナーシップ事業
の実験教室でのサポート松本駅前で実施した食育ブース

藤木シェフから、地元産品を活かした
フレンチ料理やジビエ料理等を学ぶ

健康運動指導士さんから、

運動指導の実際について学ぶ

親子クッキング教室のス
タッフとして活動

まとめ地域健康支援ステーションの活動成果

• 地域の「人」の健康づくりのため、管理栄養士が
地域のイベントや企業・団体・学校等に出かけ、
栄養・健康教育を実施（平成２３年度１０件）。

• 本学健康栄養学科の学生と連携し、学生の最
新の学びや柔軟な感性を活かしながらの講座、
メニュー開発等の実践的活動（平成２３年度１６
件、活動に参加した学生はのべ162名）

• 学生の引率、広報活動ほか

• また、実践系科目での授業との連携を図り、より
実践的な授業を効率よく展開することができた。

地域の食に関する課
題解決に活かすため
の意欲と実践的能力
を有する食の専門家

の育成

短期目標・中期目標：ほぼ達成
長期目標：今後、継続して推進

10

多様な学習形態を
取り入れた質の高
い学習時間の確保
とその教育評価

専門職と連携した、実
践的教育を通したロー
ルモデルの提示と学習

成果の構築

早期体験学習と教養科
目・専門基礎科目の学び
を食の専門家としての資
質を高めるための専門科
目の学びにつなげる体系

的な教育課程

地域での信頼関係の上に
構築される双方向型学習
を通した課題解決能力の

育成
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