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取 組 の 概 要 

本取組は、学生の「学士力」の向上、特に学生自身の課題探求力

やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力など、主体的な姿勢の構築を通じてその能力を高める

ことに重点をおく。その際、教員と学生という上下関係だけでなく、

上回生の「オリタ―」がかかわることで、学生どうしが高め合う「学

習コミュニティ」の形成を基本戦略とし、各学科の専門教育の取組

を縦軸に、「初年次導入教育プログラム」や「3 回生等キャンプ」な

どの学科共通の取組を横軸としてより体系的・自覚的にすすめる。

 

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 

全学科共通の取組については学部長を中心として学部教授会において、各学科の専

門性を反映した取組については学科会議において方針を決定する。いずれの取組にお

いても取組ごとに学科よりオリターが選定される。オリターは企画実施にあたりオリ

ター会議を開き、担当教員のサポートのもとで実施にあたっての中心的な役割を担

う。また、各年度末に第三者評価委員会、自己点検評価委員会での評価を受け、翌年

度の取組の改善を行う。 

 

(２)取組の実施内容について 

＜2009 年度＞ 

学科共通の取組：①3 月、翌年度の｢初年次導入教育プログラム｣にむけた準備活動を

実施②12 月、歴史学科 3 回生合宿を実施（学生 73%、オリター14%、教員 78%参加）③

12 月、文化財学科 2 回生合宿を実施（学生 83%、オリター18%、教員 83%参加）④1 月、

日本語日本文学科 2 回生見学会を実施（学生 86%、オリター8%、教員 71%参加）、「文

学部メディア」の設備関係を設置し、試験的運用を開始⑤3 月、学生の学習をサポー

トするブログ「学習コミュニティ」立ち上げ⑥3 月、児童教育学科 2 回生合宿を実施

（学生 89%名、オリター16%、教員 56%参加）⑦3 月、英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 1 回生合宿を

実施（学生 96%、オリター8%、教員 44%参加） 

学科単位の取組：①11 月、児童教育学科学校教育現場見学を実施②1 月、歴史学科学

術講演会、児童教育学科学術講演会を実施③12－1 月、文化財実習、文化財学科学術

講演会を実施 

交流会・総括会議：①1 月、GP 合同フォーラムに参加②3 月、年次報告書とリーフレ

ット作成、第三者評価委員会を実施 
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＜2010 年度＞ 

学科共通の取組：①4 月、全学科において新入生合宿を実施（学生 98%、オリター12%、

教員 68%参加）②12－2 月、次年度新入生キャンプの準備を実施③9 月、文化財学科 2

回生合宿を実施（学生 90%、オリター18%、教員 83%参加）④10 月、英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学

科 3 回生合宿を実施（学生 79%、オリター21%、教員 44%参加）⑤12 月、歴史学科 3 回

生合宿を実施（学生 75%、オリター14%、教員 100%参加）⑥1 月、日本語日本文学科 2

回生合宿を実施（学生 86%、オリター8%、教員 57%参加）⑦3 月、児童教育学科 2 回生

合宿を実施（学生 77%、オリター28%、教員 63%参加） 

学科単位の取組：①5 月－12 月、文化財学科において考古学実習を実施②6 月、歴史

学科・英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科において学術講演会を実施③6－7 月、児童教育学科におい

て作陶活動を実施、10 月には展示会を実施④11 月、児童教育学科において、幼稚園

への公開研究会へ参加⑤1 月、歴史学科において学術講演会を実施、3 月、ゼミ活動

報告集を作成⑥2 月、児童教育学科において、科学ボランティア活動を実施 

交流会・総括会議：①4 月、関西 FD フォーラムへ参加②1 月、GP 合同フォーラムへ参

加③3 月、文化財学科において考古学実習の調査報告書を作成④2 月、第三者評価委

員会を実施⑤3 月、年次報告書作成を作成 

＜2011 年度＞ 

学科共通の取組：①4 月、全学科において新入生合宿を実施（学生 97%、オリター13%、

教員 70%参加）②9 月、文化財学科 2 回生合宿を実施（学生 91%、オリター16%、教員

83%参加）③9 月、日本語日本文学科 2 回生合宿を実施（学生 60%、オリター12%、教

員 57%参加）④11 月、英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 3 回生合宿を実施（学生 88%、オリター15%、

教員 56%参加）⑤12 月、歴史学科 3 回生合宿を実施（学生 45%、オリター13%、教員

100%参加）⑥1 月、児童教育学科 2 回生合宿を実施（学生 93%、オリター24%、教員 50%

参加） 

学科単位の取組：①5－12 月、文化財学科において考古学実習、文化財調査実習を実

施②6 月、歴史学科学術講演会を実施、児童教育学科において作陶活動を実施③11 月、

歴史学科学術講演会を実施、児童教育学科小学校公開研究会へ参加④12 月、児童教育

学科、英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科において学術講演会を実施⑤1 月、児童教育学科幼児教育コ

ースにおいて幼稚園公開研究会へ参加 

交流会・総括会議：①2 月、歴史学科ゼミ活動報告集、児童教育学科活動報告集、文

化財学科発掘調査報告書を作成、第三者評価委員会を実施②3 月、年次報告書を作成

 

(３)社会への情報提供活動について 

各年度末に作成している年次報告書の他大学・教育機関へ配布や、GP 合同フォーラ

ム等への参加、発表を行ない、他の機関からの意見を求めた。また 2010 年度より取

組内容の概要を大学 HP にて学外へ公開している。2010 年度後期からはより頻繁に更

新を行えるよう活動ブログを作成し、随時更新を行うこととした。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

【計画時における目的、達成目標、期待された成果】 

1)学生の「学士力」の基軸を、課題探求力やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力等、学生自身が主体的に

「学ぶ力」であると捉え、「学ぶ力」を向上させるための仕掛けを作る。 

2)教員と学生という上下関係ではなく、上回生のオリターと下回生学生という関係

で、学生同士が「学ぶ力」を高め合う場としての学習コミュニティを形成する。具体

的な指標として、取組開始前は 10%余りであったオリターの学生比率を 30%程度に高

めることを目標とした。 

3)本学で 20 年以上に渡って行ってきた新入生キャンプの実績に加え、3 回生等でのキ

ャンプなど他の取組にオリター制度を活かすことで、下回生が実習や社会人になるた

めに自分達の達成できる具体的な目標を意識できるようにする。 

4)これまでの各学科の専門性に応じた取組・教育課程を縦軸に、学科共通の取り組み

を横軸とし、文学部・人間発達学部の教育をより体系的なものとすることにより、

教員が学生の能動的な｢学ぶ力｣育成に明確な意識をもって関わるようにする。 

5)「文学部・人間発達学部メディア」を立ち上げることによって、教員と学生、学生

同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを柔軟化し、オリターを中心とした取り組みの記録映像の作成、学

生の情報発信力を高める。 

【実際の成果】 

新入生キャンプにおいては本学に元々存在していたオリター制度を 3 回生等キャン

プ等の他の取組において実施することで 学生間の交流、学び合いの場や機会が増加

し、学習コミュニティ形成のための仕掛けを作ることができた。新入生キャンプへ参

加した学生の記録、感想文からは、オリターからの指導を受けることで入学時の不安

が解消されるとともに学習意欲が向上していることが読み取れる。また、3 回生キャ

ンプへの参加学生の記録、感想文からは、卒業研究や就職活動にあたりオリターとい

う身近なロールモデルが示されることで自分達の達成できる具体的な目標が意識で

きるようになったとの記載が目立つ。 

また、オリターとして参加した学生については、かつて自分達を指導してくれたオ

リターを手本とし下回生を指導していく中で責任感と積極性を獲得していく様子が

教員より報告されている。オリター・学習コミュニティといった「仕掛け」によって、

同学年の学生間での学習連携、異学年間での学習緊張感が生まれるようになった。 

教員にとっては、この取組によって 授業などでみる姿とは異なる学生の新たな側面

を発見する機会となった。特に 3 回生等キャンプにおいては毎年実施時期も内容を異

なる中でそれぞれの学科において学科の専門性やカリキュラムの特性を踏まえつつ、

「学ぶ力」育成のための効果的な方法について議論を重ねた。前年度の結果を踏まえ、

毎年内容を変更する学科もあり、「学ぶ力」の育成のためにさまざまな工夫を行うよ

うになったといえる。 

新入生キャンプ、3 回生等キャンプなど各取組におけるオリター経験者数は 3 年間

で延 300 名程度となり、オリター経験者の学生比率を 30%に高めることができた。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

【評価体制】 

1)学内評価 

各年度末の学部による総括会議を受け、その結果を自己点検・評価委員会に報告。同

委員会は学内評価を実施するとともに、他学部への還元を行う。 

2)学外評価 

有識者や本学退職教員などからなる学外評価委員会を設置。同委員会は取組に対し意

見を述べ助言するとともに、各年度末の学部による総括会議を受け、取組全体の評価

を行う。 

【評価実績】 

・ 2009 年 12 月 3 日：第 1 回学外評価委員会を実施 

・ 2010 年 3 月 4 日：第 2 回学外評価委員会を実施 

・ 2011 年 2 月 23 日：第 3 回学外評価委員会を実施 

・ 2011 年 3 月 10 日：自己点検・評価委員会に事業内容を報告 

・ 2012 年 2 月 29 日：第 4 回学外評価委員会を実施 

・ 2012 年 3 月 7 日：自己点検・評価委員会に事業内容を報告 

【評価の内容とその改善内容】 

本事業のさまざまな取組、特に 3 回生等キャンプは学習コミュニティの形成に効果

があったとの見方が出された。学内の教員からも授業の中で積極的に発言をする学生

や、オリター経験者がゼミにおいてリーダー的な役割を発揮する多くなったなどの報

告があり、本取組には一定の効果があったのではないかとの認識が示された。一方、

報告書等に記載のとおり評価方法に際しては学生の記録、感想を主としており、定性

的な評価はできているが、データ、数値等による定量的な評価方法を確立した方が良

いとの意見も提出された。オリター経験者数の比率により 1 つの目標を立て、経過が

分かるよう学科ごと、年度ごとに経験者数を割り出すこととした。 

また、キャンプ等のイベントと日常の授業や学生の生活との関わり方や日常の授業へ

フィードバックするための仕組みが必要であるとの指摘があったことを受け、さまざ

まな試みを実施した。1 つには文化財学科が 3 回生等キャンプをキャンプだけで終わ

らせることなく、キャンプの中での博物館見学の際の資料について、報告会を実施し、

本取組の内容を授業へフィードバックできるようにした。児童教育学科の作陶活動は

授業での活動を拡大し、経験者である上回生オリターの協力を求め展示会を実施し

た。いずれも試行錯誤の段階ではあるが、いずれも日常の授業の中で学習コミュニテ

ィ形成のための仕掛けを用意しようとの試みであった。 

オリターを経験しない学生をどうするかという課題があるのではないかとの意見

も出されたが、本取組は、学生の 3 人に 1 人が能動性を身につけることで、残りの 3

分の 2 の学生に対して良い影響を与えていくことのできる学習環境の構築を目的とし

ている。この環境を維持するため 3 年間の事業が終了した後も継続的に実施してくこ

とを目指している。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組は継続的な実施が効果を発揮するものであり、今後も継続的に実施すること

としている。 

新入生キャンプを含む初年次導入教育の運営体制について全学的な見直しをはか

り、2011 年度途中より「初年次教育・キャリア教育推進室」を設置した。同推進室に

おいて新入生キャンプについて他の初年次導入教育プログラムとの連携やキャリア

教育とのつながりも意識され、より有効的なプログラムとなるよう議論がなされてお

り、2012 年度のプログラムは同推進室での議論の結果を踏まえ、全学科において無事

に実施され、その評価を実施しているところである。 

3 回生等キャンプについては、各学科の教育課程や特徴に依存する部分が大きいた

め、各学科において専門性にあわせた効果的な方法が議論され、2012 年度の実施方法

について検討を重ねている。いずれの学科においても継続的に実施する予定であり、

一定の予算措置がとられている。学科単位の取組についても同様に学科において検討

を行なっている。 

文学部・人間発達学部メディアについては今後拡大の余地がある。LMS の機能を有

する「学習コミュニティ」についてはこの 3 年間の取組の経験を生かし、新たに利用

を検討している LMS システムにおいて有効的な仕組みを検討している。文学部・人間

発達学部メディアについてもより積極的な利用をはかり、オリターの活動を下回生に

周知させ、身近な目標を意識付けることに効果を発揮させるようにしたい。 

取組の継続運営については財政的措置も含め大きな課題はないが、取組の評価方法

が今後の課題である。オリター制度が学習コミュニティの養成に効果的であることは

この 3 年間の取組から明らかであるが、今後の取組をより有効的なものとするため、

オリターや学生の振り返りシートの改善をはかり、定量的な評価を実施できるように

する必要がある。オリター経験者数の増加をはかるとともに、オリターの成長をどの

ように評価するかについてもあわせて検討を行う。既に一部の学科においては実施し

ているが、キャンプ実施後などにアンケートを実施し、経年の変化を追うことで、よ

り効果的な方法を探る必要がある。 

また、これらの取組、授業や日常の学生生活の中へのどのようにフィードバックし

ていくかについては継続的な課題であり、試行錯誤の段階である。 

今後これらの取組については、学部の自己点検・評価項目として位置づけ、総括お

よび課題を確認し、改善へつなげていくこととしている。 
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【取組の目的】 本取組の目的は、「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力」を基礎に、学生の受動性を能動性

に転換するための<仕掛け>を意識的に作ることにある。大学教育には、学生を、高校

までの教育における、所与の<知>を教えられ、受容する側から、社会人として、自ら

が新たな<知>を生産し、発信する側へと転換させることが求められている。そのよう

な能動性への転換こそが、「答申」にいう「学士力」の形成、特に問題解決能力・課題

探求能力・創造的思考力などの中心課題であり、ＦＤ活動の鍵であると考える。 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 

【取組の概要】 本取組は、上記の目的達成のために、各学科の取組を縦系列に、学

部共通の取組を横系列にした教育課程の体系化をはかり、特に以下の 3 点を重視する。 

1）学生自身が教える側になる

上回生｢オリター｣の系統的な

育成。 

2）学生が相互に学び合い、論

議しあう「学習コミュニティ」

の形成。 

3）｢オリター｣自身もより高い

能動性を獲得していくサイク

ルの構築。 

【取組の成果】 

新入生キャンプにおいては

本学に元々存在していたオリター制度を 3 回生等キャンプ等の他の取組において実施

することで学生間の交流、学び合いの場や機会が増加し、学習コミュニティ形成のた

めの仕掛けを作ることができた。キャンプへの参加学生の記録、感想文からは、卒業

研究や就職活動にあたりオリターという身近なロールモデルが示されることで自分達

の達成できる具体的な目標が意識できるようになったとの記載が目立つ。 

また、オリターとして参加した学生については、かつて自分達を指導してくれたオ

リターを手本とし下回生を指導していく中で責任感と積極性を獲得していく様子が教

員より報告されている。オリター・学習コミュニティといった「仕掛け」によって、

同学年の学生間での学習連携、異学年間での学習緊張感が生まれるようになった。 

教員にとっては、この取組によって授業などでみる姿とは異なる学生の新たな側面

を発見する機会となり、「学ぶ力」の育成のためにさまざまな工夫を行うようになった。 

新入生キャンプ、3 回生等キャンプなど各取組におけるオリター経験者数は 3 年間で

延 300 名程度となり、オリター経験者の学生比率を 30%程度に高めることができた。 

【今後の展開】 

本取組は継続的な実施が効果を発揮するものであり、今後も継続的に実施すること

としている。2012 年度については既に初年次導入教育を全学部学科で実施している。 
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