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—第２部— 

＜高大接続＞成果・事例報告 

 

千葉大学 

 

  

 

 

千葉大学（野村）： 

 皆さん、こんにちは。何だかずいぶん冷

えてしまいましたけれども、千葉大学のAP

プログラムを担当している野村と申します。

きょうは皆さんのお手元にある雑誌に出て

いる、学生さん 2 人にも来ていただきまし

た。のちほど、ゆっくり 2 人の話を聞いて

いただければと思います。 

 なぜ千葉大学のグローバル理系人材養成

で「理系」と書いてあるかというと、千葉

大学は実はかなり理系に強い総合大学です。

10学部あるうち6学部は完全に理系の学部

です。この間新設した国際教養学部と教育

学部は、両方とも文理融合学部です。残り

の文学部と法政経学部は、千葉大学は文学

部といっても行動科学科みたいな脳科学を

専門にやるところがあったり、法政経も経

済や数学的なところが多いので、そういう

意味で 10 学部すべてが理系傾向にありま

す。そういうところをとって、わざわざ「理

系」を強調しています。ただ、これは採択

されたときに理系だけではなく、文系にも

何とかしようと言われているので、当然文

系の取り組みも交えて取り組んでいます。 

 どの大学もそうですけれども、千葉大学

は大学教育改革に一生懸命取り組んでいま

す。文理融合教育としては国際教養学部を

つくったり、あと長期の学外研修として海

外でインターンシップをするプログラムな

どを組んでいます。また個への対応という

ことで、ずいぶん昔から取り組んでいるも

のですが、先進科学プログラムのようなも
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のを行っています。これは飛び入学で少人

数クラスでの教育を行っています。学修の

可視化の取り組みやアクティブラーニング

も、大々的に行っています。アカデミック

リンクセンターというのは、昔の言葉でい

うと図書館です。図書館はただ本を置いて

ある場所ではなくて、そこに学生が集まっ

て勉強をする場所として活用しています。

このあたりも面白いので、もしよければ千

葉大学に来ていただければと思います。 

 またイングリッシュハウスをつくりまし

た。千葉大学はスーパーグローバル大学で、

海外の研究者や留学生がいっぱいいます。

そういう人たちが集まってくる場所をつく

ると、日本の学生もここで英語だけで話を

する機会が増えます。そういう形でグロー

バル対応も進めています。 

 この大学の教育改革を進めていくにあた

って大事なのが、入ってくるところをどう

やって選んでいくかということになります。

もちろん普通の入試もやっていますが、千

葉大学はずいぶんと昔から多様な入試に取

り組んできました。飛び入学などですが、

最近は AO 入試に関して非常に力を入れて

取り組んでいるところです。入試、大学で

の学びにつなげるという意味で、高校とと

もに子どもたちをどうやって育てていくか

という流れをつくっていこうということで、

AP プログラムを活用させていただいてい

ます。 

 3 本の柱として高大連携でのカリキュラ

ム研究があります。大学の学びというのは

高校までの物化生地みたいな分けとは違い

ます。非常に融合的な工学の世界も千葉大

学の場合ですと、ただ単にいろいろなもの

を作るという工学だけではなく、デザイン

学科などいろいろあります。高校ではなか

なか想像ができないような大学での学びを

高校生にも分かってもらって、大学を選ぶ

ときの参考にしてもらいたいということで

カリキュラム研究を行っています。 

 また高大接続教育としては、特に課題研

究を強化してもらって研究者志向を高めた

いと考えています。千葉大学は第 3 群とい

うところに入っていて、世界的研究拠点を

目指しているので研究者志向の学生に入っ

てもらいたい。そしてグローバル化にも力

を入れていますので、グローバル意識の高

い高校生にぜひ千葉大学を受けてもらいた

い。あとは高校が行っている、いろいろな

子どもたちの教育活動の支援を、千葉大学

として行っていくことを狙っています。そ

のほかにもいろいろなコースが個別にあり

ます。このあたりはわりと全学的に取り組

んだところですが、このように学部単位で

の取り組みにはいろいろなものがあるとい

うことです。 

 千葉大学の高大接続の歴史ですが、これ

もここに示しているのは組織的に大々的に

やっているもです。個別の先生が行ってお
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られる取り組みは別に多数あります。まず、

組織的取り組みとして平成 10 年には飛び

入学が始まり、そのあとは高校生の理科研

究発表会、未来の科学者養成講座を経て、

平成26年度はAPに採択されたところで次

世代才能支援室を、全学の組織ということ

で設置させていただきました。こういう活

動を一つにまとめるというほどではないの

ですが、串を通して一つの塊として動かせ

るようにして、高大での人材育成力を高め

ていく取り組みを始めることができました。 

 今年令和元年度は、AO 入試に非常に力

を入れて取り組んでいるところです。教育

学部でいうと、これまで推薦と AO に分か

れていましたが、すべて AO にしてしまう

という形で AO 入試を進めています。ほか

の学部でも AO 入試の取り組みをいろいろ

やっています。園芸学部では実施している

AP のプログラムを、AO 入試に活用してい

ただいています。また、来年度からは全員

留学を主体とする ENGINE プログラムが

動き出し、ますますグローバルな人材養成

に力を入れていくことになっています。 

 われわれがやっているプログラムは、も

ともと理系人材養成の強化という意味で千

葉県全域の SSH 化と書いてあります。千葉

県は非常に SSH 活動が盛んです。県内で今

7 校の SSH 校があります。ただ SSH 校と

いっても皆さん、ご存じのように SSH クラ

スだけが SSH カリキュラムだったり、もう

少し広くても SSH 校は SSH カリキュラム

だったりするのですが、その他の学校にい

る子たちにも同じように理系の研究者であ

ったり、そういう志向のある子たちはいて、

そういう子たちにも大学として機会を提供

していこう、そういう形でやっていこうと

いうのがこのプログラムです。現在は千葉

県を越えてしまって東京や神奈川など、い

ろいろなところから高校生が来るようにな

っています。とりあえず始める当初はいき

なり広げてしまっても仕方がないので、手

堅く千葉でやっていこうという形で始めま

した。 

 2 番のグローバルな視点を持った理系人

材ですが、われわれは高校生に対する科学

教育活動は昔から行っていたのですが、そ

の中で理系のことが好きな高校生が「いや、

英語はちょっと」と言われます。でも自分

の経験からいっても、僕はアメリカにいま

したけれども、サイエンスイングリッシュ

ができればアメリカでも働くことが出来、

アメリカで働いていく中でエブリデイイン

グリッシュはちゃんと身に付きます。そう

思うと、「そんなに肩ひじ張ることはない

んだ。とりあえず英語でやってみればでき

るよ」というところを教えたいな、という

のが最初の目的で始めました。 

 3 番目、大学レベルの高度な科学教育プ

ログラムですが、これは先ほどの話ともつ

ながります。大学でやっている科学という
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ものは、いわゆる理科、数学という分けの

中とは少し違い、もっと複合的、融合的で

面白いことを知ってもらいたいということ

です。4 番目、多彩な入試制度を活用する。

いくら高校生にいろいろな働きかけをして

も、われわれの大学に入ってくれないと、

そのあとがなかなか続きません。できれば

入ってくれるといいな、という意味を込め

て書いています。 

 大学が実施すること。大学がやってきた

ことは、まず科学プログラムの実施です。

大学で実験講座をしました。この実験講座

は年間を通して 6～8 講座を受けていただ

くことにしていますが、先生方にはちょっ

と手の込んだオープンキャンパスだと思っ

て、教養レベルのその学部に特徴的な学び

が理解できるようなものをやってください

とお願いしています。実験講座としてある

のは、座学でただ学ぶだけでは、結局何の

ことか分からないまま終わってしまう。そ

れよりは大学ではこんな面白いことをして

いる、ということで学んでみようという気

持ちになってもらいたいことが一つです。 

 あと課題研究支援では「選抜者のための」

とわざわざ書いてあります。これは高校で

課題研究をしていて、物足りない、やろう

と思ったけれども、いろいろ足りないとい

ったときに、今はあまり手段がなかったり

するので、それなら大学に来てその課題研

究を広げてもらって、次のステップにつな

げてもらえたらいいということでこれを始

めています。 

 グローバル化教育支援です。大学におい

て英語研究発表会を行っており、これもか

なり前から取り組みとしては行っていまし

た。特に最近英語でポスタープレゼンをや

ることが高校の中でもはやっています。で

も現実に現場に行ってみると、ポスターは

英語だけれど、日本人の高校生同士が日本

語でやり合っている姿が多くみられて、そ

れはどうかという思いがありました。千葉

大学では大勢の海外の研究者や留学生の方

がいるので、その方たちをうまく使うと、

高校生が日本でちゃんと英語で発表して、

やり取りができる場をつくれる。そう思っ

たので、それをやらせていただきました。 

 これは高校のほうに千葉大学から留学生

に行ってもらって、高校のほうで企画して

いるグローバルな教育活動を支援するとい

うものです。われわれが考えていた最初の

流れとしては、基礎力養成講座を受けて大

学の学びを知ってもらったあとで、その課

題研究をしてもらって国際研究発表会で英

語発表もできるまでになって、千葉大学に

入ってくれるといいな、というものでした。

しかし、これはなかなかうまくいかない。

何がうまくいかないかというと、ここを通

り抜けてくると、「そろそろ君、受験だよ

ね」と言うと、「もう受かりました」と言

われる。 
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 千葉大学はまだ受験をやってないと思う

のですが、ここまでやると非常に能力が高

くなっているし、もともとやる気のある子

たちが最後まで到達するので、どんなとこ

ろの入試でもサクッと AO で入ってしまい

ます。だから千葉大学が AO をやる前に、

ほかの大学に AO で入ってしまうという難

しい現実がありますが、それは置いておき

ます。 

 これは基礎力養成講座ですが、4 つの領

域に分けてあります。4 つの領域はサイエ

ンス、テクノロジー、健康医療、園芸です。

基本、理系ですが、園芸だけ特に園芸と分

けてあるのは、園芸学部は AO の入試とか

なり直接的に結び付けて、講座を活用して

いただいているからです。他はやったこと

を AO においての自己アピール事項として

は登録されているのですが、直接の評価対

象にはなっていません。 

 先ほども申しましたけれども、教養教育

の部分で大学ではこういうことを学ぶこと

が分かるようなものをすることです。大学

に実際来てもらって、大学の教育環境とは

こういうことだ、ということを知ってもら

うのが目的です。実際高校生に来たあとの

感想を、書いていただいたアンケートをた

くさん集めてデータマイニングしました。

「大学の環境はとても素晴らしい」「大学

で勉強したい」、そういう答えが非常に多

いことが分かりました。 

 千葉大学（土井） 私は 2015 年度、基

礎力養成講座のテクノロジーコースに参加

させていただきました。この写真はそのう

ちの 1 講座「ラジオを作る」の際の写真で

す。この講座の学びとしては、主に 2 つを

挙げることができたと思います。 

 まず 1 つ目は、高校ではできないような

実践中心のアクティブな学びを学ぶことが

できたと思います。高校での授業は、座学

中心の受動的な授業が多くなっていると思

います。一方この講座では、実際に手を動

かすアクティブラーニング形式の授業が多

くあります。自分で何かを考える機会、ま

た意見をまとめる機会といった、高校の理

科の授業などではあまり体験できない、貴

重な経験がこの講座ではできたと思います。 

 2 つ目は、大学について理解することが

できたと思います。僕はこの講座に参加す

る以外では、オープンキャンパスや大学祭

などでしか、大学についての情報を得るこ

とができませんでした。大学ではどのよう

な講義をやっているのかがあまり分からな

かったのですが、この講座を見て実際に大

学ではどのように講義をやっているか、と

いうことのイメージを持つ機会になったと

思います。またさまざまな専門を持つ教授

の話を聞くことで、自分の進路を考えるき

っかけ、材料になったと思います。僕は高

校 1 年生のときにこの講座に参加したので、

まだ実際に進路について考えていなかった
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ので、進路について考えるきっかけにもな

ったと思います。 

 そして大学に進学した今この講座につい

て考えてみると、この講座は高校と大学を

結ぶかけ橋のようなものになったのではな

いかと思います。高校での座学中心の受動

的な授業と、大学での自分で手を動かした

りする能動的な授業のギャップを、この講

座では埋めてくれたのではないかと僕自身

は思いました。 

 千葉大学（野村） ということです。そ

の次の課題研究に取り組む講座ですが、こ

れは先ほど言ったとおりです。実際入って

くれた子たちの話を聞きながら、課題研究

をやってもらうためには最低 2 回の面接を

受けていただきます。来てもらって、やり

たいことを聞いて、その時点であまりすご

いことは言わないで宿題を出して返します。

宿題をちゃんとやってきた子だけ受け入れ

ています。そのあと大学で新しい機械を使

いながらやっていく中で、自分なりに研究

していくことはこんなものだということを

身につけてもらえるということです。 

 もう 1 つは国際研究発表会です。これは

日本の高校生たちに本当に英語を使って、

外国人の前で発表してもらう体験をするこ

とで、グローバルな意識を芽生えさせよう

というものです。すべて英語でというのは

実は難しくて、発表者の中に日本の高校生

が混ざっていると、ちょっと目を離すと英

語でなくて日本語でやっています。最近は

かなり浸透してきて、高校の先生たちも「あ

そこでは英語でやるんだよ」と指導をされ

ているようです。最近は日本語でしゃべっ

ている高校生は見かけなくなってきました。 

 千葉大学（長谷部） 私は高校生のとき

に、何度か国際研究発表会に参加させてい

ただきました。私にとって最後の国際研究

発表会で、発表したのが右側のポスターで

す。このとき私は日本に対する印象を、海

外の方にアンケートした結果をまとめまし

た。 

 参加しての学びは 2 つあると思っていま

す。ASEAN の教員や留学生と実際に英語

で話せたこと、それから英語でプレゼンテ

ーションをする機会を高校生のうちから持

てたことです。そのあと私は千葉大学に入

学しましたが、入学してからよかったと思

ったこともいくつかあります。 

 例えば英語の授業があったときに、高校

生のときに英語でポスター発表をした経験

があるので取り組みやすかったり、必修の

留学も ASEAN の教員の方とお話ししてい

たおかげで、留学に対するハードルが低か

ったように感じます。その意味でこの国際

研究発表会は、海外に向かって飛びやすく

なる足がかりになっているのではないかと

感じています。 

 千葉大学（野村） 高校への留学生派遣

事業ですが、いろいろやっているプログラ
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ムの中でたくさんの留学生の受け入れがあ

ります。われわれは特に ASEAN から多く

の受け入れをしていますので、その子たち

を高校に派遣することで日本の高校生のグ

ローバル化へのチャンスにもなりますし、

また来ている留学生たちのチャンスにもな

ります。これを経験したあと日本での教育

はすごくいいと言って、大学院進学を日本

にした ASEAN の学生さんたちもけっこう

います。そういう意味で両方にとって、い

いグローバル化の機会になっているかと考

えています。 

 具体的に高校のほうで用意した教育活動

として、高校生が英語プレゼンする前の練

習であったり、高校でやっているいろいろ

なイベントに参加するとか、その国に行く

前に留学生に来てもらって文化を勉強する

会を設定したりと、高校のほうでいろいろ

と工夫されています。これから大学として

高校に向けて、グローバル化教育の支援を

するモデルになっていくのではないかと考

えています。これまでの実績ですが、次世

代スキップアッププログラムは最初と比べ

てどんどん応募者が増えていって、実際に

は受け入れ制限を始めています。 

 なぜかというと、これは実験講座ですの

で 1 講座の受け入れ人数が限られています。

あと予算がかかりますが、予算の面でも限

られているので、すでに受け入れの制限を

しています。今年度は来年度からの自立化

を考えて、一部課金にしていてお金を払っ

て来ていただきます。来年からはかなりの

部分を、高校生自身が受益者負担で払って

いただく形での継続を考えています。 

 国際研究発表会のほうもどんどん人気が

出ています。これが高校生にではなくて、

高校にはいちばん人気があるプログラムで

す。これも 2017 年からは受け入れ制限を

していて、各校ポスターを何枚と決めてい

ます。1 回それでやると減ってポスターは

増えなかったのですが、連れてくる学生を

増やすという新たな手に出てきました。場

所に限りがあるので、これも今後どうやっ

て継続するかについては要検討です。留学

生派遣事業についても、順調に増えている

ということで同じようにやっています。 

 これは連携校として参加してもらってい

る千葉の高校です。最初は科学だけで始め

たときはそれほど多くなかったのですが、

国際研究発表会に文系も入れるようにした

ところ、非常に増えました。増えたのはよ

かったのですが、もともとやっていた理系

の高校の先生からは、「乗っ取られた気が

する」と苦情が出て、それはそれで困りま

した。ここでは千葉しか書いてありません

けれども、今は東京の高校もかなり参加し

てきたので、これからまた増えてきます。

先ほど言ったキャパの問題があるので、ど

うしたものかといま考えているところです。 
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 AP をこれからも頑張りたいと思います

ので、よろしくお願いします。 
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—第２部— 

＜高大接続＞成果・事例報告 

 

三重県立看護大学 

 

  
 

 

三重県立看護大学（浦野）： 

 三重県立看護大学の浦野と申します。き

ょうは本学の取り組みについて、ご報告さ

せていただきたいと思っています。タイト

ルは「『三重の保健医療を支える未来の看護

職者育成プログラム』について」です。まず

本学の自己紹介をさせていただきます。 

 本学は看護学部、看護学科が 1 つになっ

ていて、要するに単科の大学になっていま

す。学生数は学部で 408 名、そして修士課

程で 24 名です。毎年入学者の定員が 100 名

です。そのうち三重県の出身者は１年生で

は 68 名で、全体でも 6 割超から 7 割です。

そしてまた就職率は 47％～50％を超える

数の卒業生が、三重県に就職をしていく状

況になっています。そういった意味で、きょ

うご報告されたほかの大学と比べると、か

なり小規模な大学です。また、これはいい意

味か、悪い意味か分かりませんけれども、県

に強く根ざした大学になっています。 

 私たちのプログラムもこういった大学の

特徴に合わせて、本学としてどういうこと

ができるだろうかと考えて運営してきまし

た。それをきょうご紹介したいと考えてい

ます。きょうお話しする内容は、まずプログ

ラムの目的と事業内容、成果、そして今後の

課題についてです。 

 プログラムの目的は少し堅いのですが、

看護職者として適性を持った入学生を受け

入れる、そして三重県にそういった学生さ

んを輩出して、活躍をしていただくことで

す。その背景としては、地域に求められてい

る課題に応える質の高い看護職者の育成を

本学の使命と捉えており、こういった大学

の使命にあわせた入試を念頭に置いたプロ

グラムを実施する必要がありました。 
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 もう 1 つの背景としては、高校生そして

保護者、そして高校の先生方に、看護職者へ

の理解を深めてもらい、入学後のミスマッ

チを事前に防ぐ、という課題があります。具

体的に申しますと個人的なエピソードにな

りますが、私はこの大学に勤めて 9 年にな

ります。私たちの大学はチューター制度を

採っておりまして、それぞれの教員が 3 名

から 4 名の学生を受け持っています。私も

チューターとして、学生の相談に応じてい

るのですが、学年が 2 年、3 年とあがって

いくにつれて、徐々に、自分は看護職に向い

ていなかったのではないか、という悩みを

打ち明ける学生が多くなってきます。 

 具体的なきっかけは何かというと、多く

の場合が実習です。学外の病院に出ていっ

て実習をしていく。そこで患者さんと具体

的に接していく。その中で初めて、どうも自

分は看護に向いていなかったのではないか、

それで実習に行けなくなる、そういった学

生さんが出てくることになります。こうい

ったことを踏まえますと、入学前に看護職

あるいは看護系の大学に進むことはどうい

うことなのか、そのことについてあまり深

い考えを持たずに来ている受験生あるいは

入学生がいるのではないかと痛感していま

した。 

 このようなこともあり、実際に入学に先

立って高校の段階で看護系の大学ではどう

いうことを学ぶのだろうか、あるいは卒業

したあとに、どういう進路があって、どのよ

うな職業で、どういう形で働くのだろうか

ということについて、理解を深めていただ

くことが必要だろうと感じていました。こ

れが、まず大きな背景としてあります。 

 もう 1 つ補足的なことをお話ししますと、

私は法学部にいました。入学したあと大学

4 年間で、将来はどうしたらいいのかとい

うことをゆっくりと悩む機会がありました。

悩んでいたら大学の教員になってしまった

のですが。実は看護系の大学について言う

と、悩む余地はあまりありません。具体的に

言いますと、看護系の大学を卒業しますと、

基本的には看護師か保健師か助産師になる

という状況です。そうすると、やはり高校生

の時点で進路を明確にしておく、あるいは

看護職とはどういう仕事なのか理解を深め

ていく、そういう必要があるだろうと感じ

ていました。 

 こうしたことも含めて私たちのプログラ

ムでは、具体的な入試においてどのような

ことをするのか、その一歩手前で高校生に

対して、看護系の大学で学ぶというのはど

ういうことなのか、あるいは看護系の職業

を選ぶとはどういうことなのかを理解して

いただくというところに比重を置いて、こ

のプログラムを組ませていただいています。 

 実際にプログラムの大まかな流れはスラ

イドのとおりになっています。大きく分け

ると高校生の段階から、具体的に看護職に

ついての理解を深めていただく機会を提供

する。そして推薦入学で合格をした入学予

定者に対しては、具体的に三重県の医療の

特徴について理解を深めていただく。そし

てまた入学準備の教育を行う。大学に入っ

たあと、三重県の医療についてより理解を

深めていただく。そう申しますのは、私ども

は県立の大学になっていますので、県の意

向、県の期待が強くあります。そこで学生に

は、できるだけ県内で看護職者として貢献

していただきたいということもあり、三重
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県の内容について理解を深めていただくこ

とに力を入れています。その中で半数以上、

60％ぐらいの学生が三重県に就職してもら

えたらうれしいと考えています。 

 こういった形で高校生から大学生までに

対して、このプログラムを行っています。そ

れに合わせて高校と保護者の方々に、看護

職の理解を深めていただく。そしてまた県

内の医療機関にもご協力をいただいて、県

内の医療環境がどういうものかを在学生に

対してレクチャーをしていただくというこ

とをして、三重県に親しんでいただくこと

に力を入れています。その結果ですが、学生

側と大学側のミスマッチを防止していくこ

とを目指しています。またそれを通じて、具

体的に入学したあとの休退学者をゼロにし

ていきたい。そういった目的でこのプログ

ラムを組み立てています。 

 これから具体的に行った内容について、

いくつか紹介したいと思います。こちらは

高校生と高校教員、保護者を対象とした具

体的な取り組みになっています。例えば 6

月あたりに、私たちは出前授業を行ってい

ます。私ども看護系の教員がそれぞれの高

校に出向いていって、看護職として働くと

はどういうことなのか。言ってみれば看護

のキャリアについて教育をしていくという

取り組みを行っています。「高校生のための

看護職キャリアデザイン講座」というタイ

トルになっています。 

 また同じような内容として、8 月に「1 日

みかんだい生」を用意しています。「みかん

だい」というのは三重県立看護大学を略し

た言葉です。また三重県はみかんの産地で

もありますので、略して「1日みかんだい生」

と言っています。こちらの場合は高校生に

本学に来ていただいて、具体的ないろいろ

な作業をしていただくことになります。ま

ずは県内の保健師、助産師そして看護師に、

県内で看護職として働くのはどういうこと

なのかをレクチャーしていただきます。そ

のあと高校生に具体的なグループワークを

通じて、看護職として働くためにはどうい

う能力が必要なのかを考察していただき、

そしてグループワークという形で報告をし

ていただくという催しです。 

 その他にも「高校生のためのオープンク

ラス」という名前の下に、大学の授業に実際

に参加していただいています。全部の授業

に参加していただくことは難しいのですけ

れども、具体的に言いますと高校が夏休み

の期間、そして大学がまだ講義を行ってい

る期間ということで 7 月下旬に高校生に大

学にお越しいただいて、主に一般教養から

専門支持科目・専門科目を受講してもらう。

一部看護系の科目もありますけれども、そ

こに参加していただいて、看護の勉強をす

ることはどういうことなのかを身をもって

知っていただく。そういった機会も用意し

ています。そのほかに入試説明会や、あるい

は高校の先生方、保護者を対象として、看護

職のキャリアについて理解を深めていただ

く機会を用意しています。 

 それともう 1 つ付け加えますと、オープ

ンキャンパスの際に未来面談を用意してい

ます。先ほどご報告いただいた追手門学院

大学の方々に教えていただいたものですが、

これは高校生に対して、本学の教職員が面

談を行うものです。実際には私たちの大学

について説明する以前に、そもそも大学に

入って、そのあと就職をしていく、働く。そ

ういった中でどういったものが必要になっ
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てくるのか。その中で看護職を選ぶとはど

ういうことなのか、メリットは何か、デメリ

ットは何か。そういった理解を深めていた

だくという面談になっています。私たちの

大学を売り込むというよりは、むしろ大学

に進むということ、さらには看護系大学に

進むということはどのようなことなのか、

さらにはまた看護職者として働いていくと

いうことはどういうことなのかをしっかり

と考えていただく。そういう機会を用意し

ています。 

 続きまして高校生のための看護職キャリ

アデザイン講座、こちらが出前講座になっ

ています。「1 日みかんだい生」のイベント

の写真です。今年は 8 月 8 日と 9 日に開催

しており、2 日間で 130 名ぐらいの参加者

が来ています。こういったワークショップ

をしています。これも「1 日みかんだい生」

の風景です。これが講義をしている状態、グ

ループワークをしている光景です。 

 高校生と本学の在学生もここに参加をし

て、グループワークを進めていく、指導して

いく役割を担っていただいています。また

こういった形で参加していただく中には、

実際に AP の事業に参加して本学に来てい

ただいた大学生に、積極的に参加していた

だいています。先輩が後輩を育てていく、そ

ういった循環を作れるように心がけていま

す。 

 これが今度は保護者と高校教員に対して、

看護職のキャリアの講義をしている光景で

す。学外の方にお越しいただきまして看護

系のキャリア、あるいは看護系以外にそも

そも職業を持って働くとはどういうことな

のか。そういったところを理解していただ

く機会を用意しています。これも「看護系が

いいよ」と押し売りをするのではなくて、看

護系のメリットとデメリットを積極的に伝

えることで、より自覚を持った受験生に来

ていただけたらといった趣旨で、こういっ

た講座を開いています。 

 こちらは高校生のためのオープンクラス

で、大学の授業に高校生を招いて授業をし

ていく機会になっています。先ほど大学の

方のお話にもありましたように、こちらも

高校生が大学の授業についてイメージでき

るだけではなくて、大学生自身も自分たち

の後輩に当たる人たちが来ることで、よい

緊張感の下に授業ができているという声を

聞いています。 

 次は推薦入試の合格者を対象とした事業

です。11 月に推薦入試が行われて、11 月末

に合格者が決まります。その合格者を対象

に、まずは「三重の保険医療を支える未来の

看護職者育成プログラム交流会」を開催し

ています。具体的にいいますと合格者を招

き、本学の教員、保護者、そして三重県内の

医療機関の看護系の管理に携わっている

方々にお越しいただき、交流を深めていく

機会になっています。その他に入学準備教

育で生物と化学についてスクーリングを行

い、あるいは e ラーニングを行います。 

 これが今お話ししました医療機関を招い

て、入学予定者と行っている交流会です。三

重県の医療機関といってもいろいろありま

すので、その医療機関の特徴などをご説明

していただいたあとに、入学予定者がそれ

ぞれの病院のブースに寄って、その説明を

受けていく形になっています。なるべく積

極的に、県内の医療の状況について理解を

していただきたいという趣旨で開催してい

ます。 
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 こちらが入学準備教育です。化学と生物

について、主に基礎的な能力を身に付けて

いただくという一環で行っています。イン

ターネットで動画を配信すると同時に、2回

スクーリングを行っています。早めに合格

をしてしまった学生さんの向学心を維持し

ていく、あるいは勉強を深めていただく機

会になっていると考えています。 

 こういった形であれこれと授業を行って

いますが、これまでの成果について簡単に

ご報告させていただきます。これまでの成

果をざっと挙げておきました。それぞれ今

お話ししました項目ですけれども、それぞ

れの参加者の人数を挙げています。「1 日み

かんだい生」は大学にお越しいただいてワ

ークショップを行うものですが、6 年間で

662 名です。また、この「1 日みかんだい生」

と「出前授業」を受講した入学者数は 190 名

です。こういった授業を経て私たちの大学

に入学した学生について、今のところ休・退

学者はゼロとなっています。現状において

は、このプログラムはうまく回っているの

ではないかと考えています。 

 実際に入学した学生さんたちの声です。

「看護師という仕事の現状について、厳し

い面も含めて色々と知ることができた」「入

学前から自分と同じく看護職を目指す人と

出会えて」、具体的にグループワークをして

「その後の勉強の支えになった」。あるいは

「県内の病院の新人教育やサポート制度な

どを知ることができ、医療機関で働く具体

的なイメージができた」。このように、三重

県の医療環境についてもなじんでいただく

ことができたかと考えています。 

 そのほかにオープンキャンパス等でいた

だいたアンケートなどを見ますと、「実際に

こういう講座を受けて、もう 1 回看護職あ

るいは看護系の大学に進むことを考え直さ

なければいけないと思った」という意見も

ありました。これは大学の広報という観点

からは、あまりうまくないのかもしれませ

ん。とは言え、やはりその人の進路について

考えた場合、あるいはまた、しっかりと検討

した上で看護系大学に入学をしたと言える

入学者の数を増やしていくといった観点か

らすると、むしろ積極的にポジティブな側

面かと考えています。 

 この授業を今年度終わりにして、また同

じ形のものを継続していきたいと考えてい

ます。その際の課題となっている事柄は、高

大接続の観点からもう少し進めていって、

「大社接続」といって大学と地域社会との

接続を進めていく必要があると考えていま

す。それも一般的に社会というのではなく

て、私たちは県立の大学という条件を負っ

ていますので、三重県という地域社会との

連携を深めていくといったことを、今後考

えていかなければいけないし、今度の課題

になってくると思います。 

 長くなってしまいましたけれども、三重

県立看護大学の報告は以上です。ご清聴、ど

うもありがとうございました。
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—第２部— 

＜高大接続＞成果・事例報告 

 

杏林大学 

 

  
 

 

杏林大学（坂本）： 

 皆さん、こんにちは。私は「坂本」に見

えませんが、「坂本」です。私は誰よりも

AP（アドバンスト・プレイスメント）の応

援者です。なぜかというと、私は高校時代

にアメリカで AP を経験しました。そのお

かげで私は今ここにいると思っています。

自分の人生はそこでだいぶ変わりました

ので、このプログラムを絶対成功させよう

と考えています。 

 私たち杏林大学がどのように AP 事業を

行っているかを、これからお話ししたいと

思います。内容としては 3 つ、日英中トラ

イリンガル育成のこと、アドバンストプレ

イスメントのこと、あとルーブリックを用

いた AO 入試のことです。 

 最初に私たちが高大接続でどのように

すればいいかを考えたとき、現場の高校の

先生たちの声を聞きたいと考えました。そ

こでラウンドテーブルが始まり、最初は年

3 回、今は年 2 回、高大の教職員が集まっ

てラウンドテーブルを行っています。最初

は 4、5 校しか集まらなかったのですが、今

は 21 校が集まっています。ここで大切な

ことは、高校の先生が自由な場所でいろい

ろな話ができる、それが杏林大学になって

いるということです。いろいろなレベルの

高校の校長先生や先生たちが、大学の先生

と相談し、情報交換ができることがとても

大切です。これに続いて、高大接続の FD

と SD が始まりました。FD と SD は、うち

の大学の先生と高校の先生たちが一緒に
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行っています。テーマも様々で、アクティ

ブラーニング、入試など、一緒に物事を考

えて質問をしたり、現在の高校の英語教育

はどのように行われているか、大学の英語

の教育はどのように行われているかなど、

この場で高校と大学の教職員が一緒に勉

強できることはとても大切だと思ってい

ます。 

 杏林大学の事業で、一番人気があると思

うのは、日英中トライリンガルキャンプで

す。これは 3 月に行われますが、見てのと

おり、括弧の中の数字は高校生の参加者数

です。平成 30 年では 40 名中、高校生は 29

名でした。本キャンプは英語と中国語と同

じようにはできません。高校生はまだ中国

語を習っていない方が多いので、簡単な自

己紹介を中国語で行います。そして杏林大

学の中国から来ている留学生と一緒にグ

ループワークを行い、中国と日本の違う点

を考えて発表します。今回は、例えばペイ

レスソサエティ。中国は日本よりもだいぶ

進んでいるのはなぜなのかを、高校生と大

学生が一緒に考えて発表します。とても面

白いキャンプになりますので、今年が最後

にならないように頑張って継続したいと

思っています。 

 あと中国語研修と英語キャンプがあり

ます。残念なのは高校の先生たちは、自分

の高校でもこのプログラムがあるので、そ

れほど大学には集まりません。今年、高校

生は英語キャンプには 8 人しか集まらなか

ったし、中国語研修に高校生は集まりませ

んでした。トライリンガルキャンプのほう

は高校生と大学生が集まりますが、こちら

のほうはどうしても大学生がメインにな

っています。 

 もう 1 つ、高大接続で大学にはでき、高

校にはできないことが、IELTS の準備講座

です。留学に行きたくても、IELTS のスコ

アがないと行けない国が多いのが現状で

す。しかし高校生には、IELTS の授業を受

けられるチャンスはなかなかありません。

ですから私たちはそれを用意しました。土

曜日に特別授業を開くと、47 名の参加者中

41 名の高校生が来ました。昨年平成 30 年

は 30 名中半分の 15 名の高校生が大学に来

て、大学生と IELTS 対策の授業を受けまし

た。 

 なぜこれが大切だと私たちが思ってい

るのか。これはうちの学生が証明してくれ

ています。彼女は、大学に入る前に IELTS

の講座を受けました。すると大学に親しみ

を感じ、うちの大学に入りました。かなり

英語の力があったので、1 年生の秋学期か

らインテンシブプログラムに入りました。

そのプログラムでは、1 クラス 5 人から 7

人の学生が、ネイティブスピーカーの授業

を一緒に受けます。そこでまたまた能力が

伸びて、IELTS をもう 1 回受けました。そ

して短期のオックスフォード 3 週間の海外
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研修に参加し、その後 1 年間の交換留学で

ニュージーランドへ出かけました。 

 このように学生を育てられると、TOEIC

スコアが伸びます。1 年生で 745 点はいい

点数だと思います。彼女は毎年スコアを上

げて 3 年生で 800 点を取り、これはかなり

いいと思う人がいるかもしれませんが、4

年生の時には 935 点が取れました。杏林大

学はこのような学生を育てたいと考えて

います。 

 また、ライティングセンターを設立しま

した。ライティングセンターには担当のネ

イティブスピーカーの先生がいて、あとう

ちの大学生がピアチューターをしていま

す。高校生がこれから短い留学に行くので

ホストファミリーに手紙を書きたい、自分

の紹介を書きたいというので、うちのキャ

ンパスに来てライティングセンターで指

導を受けることができます。そのほかに、

うちの先生が高校に行って、いろいろな授

業を行うことができます。このようにライ

ティングセンターは、高大接続のプログラ

ムに対して大切なことを担っています。ラ

イティングセンターに来た高校生の数を

見ると、平成 29 年は 103 名、平成 30 年は

81 名でした。今年は何人になるかを楽しみ

にしています。 

 大学でグローバル関連の授業を受ける

チャンスを高校生に提供しています。これ

は中国語と英語だけではなくて、総合政策

学部も授業を開放しますので、学生が大学

に来て大学生と一緒に授業を受けられる

ことになっています。ここまでは高大接続

の話です。 

 さらに、英語プレゼンテーションと中国

語プレゼンテーションの大会を毎年開催

しています。何のために英語を勉強してい

るのか、何のために中国語を勉強している

のかという問いに対する答えを実感する

経験は、学生にとってとても嬉しいことで

す。先週の水曜日と土曜日にプレゼンテー

ション大会が行われました。中国語プレゼ

ンテーションの高校生はとても上手に発

表しました。そして大学生は彼女に、「よ

く頑張りました。もっと勉強してください」

と言いました。彼女はこれからもっと勉強

すると思います。 

 英語プレゼンテーションでは、今回本学

が出した大学生は中国から来た留学生で、

英語でプレゼンをしました。これは日英中

トライリンガル人材育成の成果だと思い

ます。Acceleration Program を導入したか

ら、こうなったとは 100％は言えないです

けれども、私はやはりつながっていると思

っています。うちの中国語学科では、平成

26 年度は 30 名の入学定員で 16 名の入学

者しかいませんでした。AP 事業を始めて

から、28 名、37 名、32 名、46 名、38 名と

なっています。高校生はうちの大学に来て、

留学生と会います。そしてうちの中国語プ
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ログラムの授業や設備を見て、自分はここ

で勉強したいというイメージが出てくる

のではないかと思います。ですから高大接

続はとても大切だと思っています。 

 これからアドバンスト・プレイスメント

についてお話しします。アドバンスト・プ

レイスメントを実施する際に、まずはラウ

ンドテーブルから始めました。最初のラウ

ンドテーブルは 2016 年度でした。6 つの大

学と 4 つの高校が集まり、大学と高校の皆

さんとアドバンスト・プレイスメントをど

うすればいいかを考えました。その結果、

杏林大学が用意した科目は 68 コマです。

68 コマは医学部の 2 コマと、保健学部 4 コ

マ、総合政策学部 25 コマ、外国語学部 37

コマで、ほとんどは 5 時限で高校生が来れ

るようにと用意しました。しかしほかの大

学と同じで、なかなか高校生は毎週の授業

に来ることは難しいようです。  

あとアドバンスト・プレイスメントにつ

いては、単位認定の問題があると思います。

どうしたかというと、うちは単位について

は他の 3 つの大学と単位互換協定を結びま

した。例えば学生は杏林大学でアドバンス

ト・プレイスメントの単位をもらっていれ

ば、桜美林大学はそれを認めます。本当は

これを全国でやりたいのですが、今のとこ

ろはまだ 3 つの大学としかつながっていな

いので、このコンソーシアムに興味ある大

学は、ぜひ杏林大学にその気持ちを伝えて

ください。これは学生にとってはとても大

切なことだと思います。 

 うちのアドバンスト・プレイスメントが

どうなっているのかというと、最初の平成

28 年度と 29 年度は非常に厳しい結果が出

ました。やはり高校生は 5 時限の授業にさ

えなかなか来られなかったからです。そこ

で平成 30 年度から夏休みに集中科目とし

て開講することになりました。そうすると

一気にこの数字に跳ね上がりました。アド

バンスト・プレイスメントはとても大切だ

と思っていますが、日本の高校生は夏休み

にいちばん来ることができると思います。

でも諦めることではなくて、別の方法があ

るのではないかと思っています。 

 私は今週の金曜日に、アメリカの異文化

コミュニケーション学会で同じ内容を発

表します。アメリカのものを日本に持って

いき、どのように発展させられるかをアメ

リカの先生方に聞いてみたいと思います。

経験者として AP で私の人生が変わりまし

たから、日本の多くの高校生も大学に行っ

て、授業を経験してほしいと思います。そ

れをどのように進めればいいかを、今、杏

林大学は非常に工夫して頑張っています。 

 最後にお話しするのは、うちが作ったル

ーブリックについてです。ルーブリックを

作ったときも、やはりラウンドテーブルで

の意見交換から始まりました。AP ラウン

ドテーブルで参加した高校の先生方が、そ
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れを何回も見直して高校生に試してくだ

さいました。そしてどこが難しかったかと

いう高校生の意見を反映するために、フォ

ーマットやレイアウトを取り替えました。

そしてやっと平成 29 年から AO 入試で使

っています。これは AO 入試Ⅱ期のグロー

バル型方式での使用でした。今年、令和 2

年度の AO 入試では、外国語学部受験生の

全員に、このルーブリックを使っています。 

 私たちのルーブリックは、経験内容を、

高校生が分かりやすいように 4 つの分野に

分けています。学内か学外か、自主的か義

務的かのマトリックスで経験内容を分け

ます。自分の経験内容を明確に PR できる

ように。AO 入試で面談するときには、自

分がルーブリックで記入した内容を PR し

ます。ルーブリックも書きますし、プレゼ

ンもしますので、学生にとっては非常にい

い経験ではないかと思います。 

 み ん な で こ れ か ら も 考 え て 、

Acceleration Program、アドバンスト・プレ

イスメントが、日本でも成功するように頑

張りたいと思っている杏林大学です。あり

がとうございます。 
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大学教育再生加速プログラム（AP） 

テーマ III「入試改革・高大接続」 

採択校合同シンポジウム ポスター発表の様子 

別会場では大学による「入試改革・高大接続」の成果・事例に関するポスター発表が実施さ

れた。各大学の事業担当者やメディア関係者がブースを訪れ、活発な意見交換が行われた。
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	0-２から8まで_ppt追加_ 2
	0-２から8まで_ppt追加_ 3
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	0-２から8まで_ppt追加_35
	0-２から8まで_ppt追加_36
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	0-２から8まで_ppt追加_44
	0-２から8まで_ppt追加_45
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	0-２から8まで_ppt追加_58
	0-２から8まで_ppt追加_59
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	0-２から8まで_ppt追加_83
	0-２から8まで_ppt追加_84
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	0-２から8まで_ppt追加_90
	0-２から8まで_ppt追加_91
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