入試改革

お茶の水女子大学

Ochanomizu University

独自の「新フンボルト入試」で
能力・資質のある入学志願者を
多面的・総合的に選抜

2

AP事業の採択を受け、入試改革に取り組むお茶の水女子大学では、それまでのAO入試を大きく変革
した「新フンボルト入試」を実施。高大接続の要素を持つプレゼミナールを第一次選考とし、第二次
選考では文系諸学科を志望する学生に「図書館入試」を、理系諸学科を志望する学生には「実験室入
試」を課すことでその成果やプロセスを評価している。知識をいかに「活用」し「応用」できるかという
潜在的な力を見極める入試方法だ。

Ochanomizu University

時間と手間をかけて受験者の
資質と能力を見極める

とつだ。

導入した。これは、多面的・総合的

に改革した「新フンボルト入試」を

た特別入試、特にＡＯ入試を抜本的

の採択を受け、それまで実施してき

る。それぞれの具体的な実施内容は

して入学前教育・追跡調査が行われ

系・理系に分かれた第二次選考、そ

考のプレゼミナールに始まり、文

「新フンボルト入試」では第一次選

自由度の高いユニークな入試
方法で研究力の資質を探る

に志願者の意欲、適性、能力、基礎
以下のとおりだ。

お茶の水女子大学では、ＡＰ事業

学力を見極める新しい入試方法を模
◎プレゼミナール

第二次選考に先立ち第一次選考を

名

名とし、平成

院に進学し社会に出てからさらに

のなかで能力を大きく伸ばし、大学

課せられる。ここでは受動的に講義

はセミナーの受講とレポート作成が

れ、「新フンボルト入試」受験者に

丁寧な第二次選考（図書館入試、実

つプレゼミナールおよびユニークで

具体的には、高大接続の要素を持

うものであり、受験者にとって入試

望、そして知的な興味を持ってもら

ン、お茶の水女子大学への強い志

受験者に将来への明確なヴィジョ

いう学問世界」を実体験することで

実験、実験演示、自主課題研究ポス
ター発表など、
それぞれの学科の特
徴を生かした試験
（1日間）

大きなテーマを出題、本学附属
図書館を自由に駆使しつつ長時
間のレポート作成
（1日目）
グループ討論・個別面接
（2日目）

索する試みである。旧ＡＯで
だった定員を倍の

る。お茶の水女子大学の専門研究分

兼ねて９月下旬の土日に開催され

てきた。大学入学時に知的ピークを

を超えるセミナーが開講さ

野から

リーダーとして飛躍しうるような

を受けるだけでなく、自ら深く考え

験室入試）を通じて、基礎学力を担

の機会であると同時に今後の勉学に

る場が提供される。さらに「大学と

保しつつ受験者のもつ潜在力（ポテ

有益な体験の場（教育の機会）とな
しかも、プレゼミナールでは受験

ンシャル）を見極める。さらに、本

革へと広げると同時に、特色ある教

者のみならず、高校２、３年生の参

事業を入試改革の第一歩と位置づ

育システムと連動させて学士課程教

加も自由とする。大学の授業を直に

ることを企図している。

育改革を加速させることも狙いのひ

け、将来的には入試制度全体への改

ことを目的としている。

「伸びしろ」のある学生を選抜する

10

（1日目）
受験者と同じ講義・演習の受講
（2日目）
情報検索・レポートの書き方講
座
（情報検索演習）
の受講、
大学
院生によるポスター発表・自主
研究課題相談会
（理系）
本学にて講義・演習
（実験）
を受
講後、
レポートを作成、
提出

10
29

年にわたって実施し

20

迎える学生ではなく、入学後の学修

年度入試から
3

課題図書・英語教材・eラーニングによる学習・上
級生をチューターとして配置（学習支援、相談）
大学入試センター試験受験
入学後の伸びを調査・分析

4
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理学部
生物学科1年

霜山 菜都乃さん

私立清心女子高等学校出身

大学の授業を体験できる入試制度で
入学への思いを再確認
高校生の頃から、お茶の水女子大学で研究を行いたいと

考えていました。
「新フンボルト入試」を知り、それまで取

「新フンボルト入試」を第一歩とし
入試制度全体を改革する
◎図書館入試と実験室入試

第二次選考では、本人の到達した

結論だけでなく、試行のプロセスも

重視し、本人の有する総合的能力

（ポテンシャル）を測定することを

目的とした「図書館入試」と「実験

室入試」を実施。

「図書館入試」は文系志望者を対象

とし、大学附属図書館を舞台に所蔵

資料を自由に活用しつつレポートを

長時間かけて書き上げるという試験

内容だ。ここでは情報検索力と自ら

の考えを論理的にまとめる能力が試

される。また、２日目にはグループ

討論と個別面接が課される。

理系志望者は、各学科の学問の特

性に応じて、学科毎に課題を設定し
5

プレゼミナール
（初日）
参加者数

新フンボルト入試
志願者数

新フンボルト入試
合格者数

平成

平成

平成

平成

28年度

29年度

30年度

31年度

265

358

382

364

192

177

21

23

（試行） （非受験者含）

64

198

（旧制度） （現制度）

6

20

過去３年のプレゼミナールには、受

年９月のプレゼ

30

験者にほぼ匹敵する非受験者の参加

がえられた。平成

ミナールにおいて実施されたアン

果を出すことが私の目標です。

ケート（図１）では、「セミナーは

リ」の研究に取り組んでいます。この研究で、在学中に成

今後の学修を進めるうえで有意義な

現在は、入学前から興味を持っていた海藻の一種「カサノ

ものだった」という問いに対し、

レンジしたいと志望度が強まったのを覚えています。

10

89

「とてもそう思う」と回答した学生

試後には、不合格だったとしても推薦・一般入試で再チャ

全くそう思わない

平成30年9月実施のプレゼミナールアンケート結果より

％、「どちらかといえばそう思

気を実体験し、ここで学びたいという思いを再確認。入

そう思わない

※対象者数（回収率）
：初日参加者364名中363名回収
（99.7％）。
うちAO受験者173名、非AO受験者190
名。文系セミナー215名、理系セミナー148名。

は

験を行うのが印象的でした。授業の進め方や先生の雰囲

とてもそう思う

■ど
 ちらかといえば

■

％であり、受験者・非受験

なり、専門的な実験器具を扱い、学生同士で主体的に実

■

89%

う」は

生物学科のセミナーを受講。高校の授業とはまったく異

ものだった

そう思う

者ともに高評価であった。このよう

1次試験を兼ねたプレゼミナールでは、希望する理学部

進めるうえで有意義な

0%

■ど
 ちらかといえば

な学生の高い満足度から、入試改革

い受験を決めました。

セミナーは今後の学修を

10%

に留まらず高大接続の試みとしての

成果がうかがえる。

り組んでいた課題研究をアピールすることができると思

体験してもらう機会とし、高大接続

の試み（祖型）としても機能する。

profil E

1%

た「実験室入試」を受験する。大学

学習に意味を持つような入試を目指

試での合格者である。

ルト入試』の試みがよい波及効果と

「このように、お茶の水女子大学を

合格発表後には合格者に対する研

なればうれしいですね」（入試推進

すものである。

修会を実施。入学までの約半年を有

室長・安成英樹教授）

での研究を進めていくうえでの資質
ているかどうかを学科独自の工夫し
意義に過ごせるように指導を行う。

志望する学生にとって、『新フンボ

た課題を通して判定する入試であ
また、合格者全員に上級生をチュー

◎丁寧な入学前教育と追跡調査

り、一部の学科では高校での自主課

（課題発見力、探究力等）が備わっ

題研究のポスター発表を選考の中核
ターとして配置し、手厚いケアを行

ナールと同様に今後に活きる何かを

これらの第二次選考も、プレゼミ

や、 e-learning
のシステムを利用し
た英語自主学習環境の提供により、

う。具体的には、推薦図書の提示

としてきたお茶の水女子大学。過去

入試の仕組みを創出することを主眼

新型ＡＯ入試の制度維持と
改善に向けて

に据えている。

学び取り持ち帰ってもらう入試、合

入学までの基礎学力涵養と専門領域

に「新フンボルト入試」を３回にわ

また、大学入学後の合格者の学修

確保してきたこと（受験倍率は３年

たって実施し、受験者を高い水準で

これまでに例のない、新しいＡＯ

否にかかわらず受験者自身の今後の

への志望動機の深化を図る。
状況を恒常的に質・量の両面から長

連続で９～

倍）、また、志願者と

期的に分析・評価していくシステム
成果を検証していく。

を構築し、「新フンボルト入試」の

ていることから、この入試改革の試

生が主）がプレゼミナールを受講し

ほぼ同数の非ＡＯ受験者（高校２年

みが高校生にとって魅力的に映って

とつの成果だといえる。例えば、平

のモチベーションに波及しているひ

なく、その後の推薦入試や一般入試

が受験者にとって一時的なものでは

れる。これは、新型ＡＯ入試の試み

入試に挑み、入学する例も多数みら

なった学生が、再度推薦入試・一般

を維持していくことを重要視し、す

化、省力化を図りつつ、制度の理念

げられるが、可能な範囲での効率

施していく方法を確立することが挙

業経費が終了した後も、継続して実

ること。直近の課題として、ＡＰ事

の制度的な定着とさらなる改善を図

今後の目標は、この新型ＡＯ入試

いることが示されている。

年度入試ではＡＯ入試志願者

成

で維持するための検討が進められて

でに必要な人員の確保、自前の経費

「新フンボルト入試」で不合格と

つながる成果

◎推薦入試・一般入試へと

10
名が合
名は、推薦入試、一般入

１９２名のうち、最終的に
格。うち

36

57

30

新型AO入試のチャレンジが
推薦・一般入試にもつながる

6
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に対する細やかな追跡調査、ヒアリ

また、この新入試で合格した学生

を占めている。この満足度を今後も

に役立つ」という回答が圧倒的多数

ナーが「面白かった」「今後の学修

ケートでは、プレゼミナールのセミ

ングを実施し、その学修過程、成績

維持していくことがもっとも肝要で

平成31年度プレゼミナール
開講セミナー一覧
文系：
「意味」
を考える
セミナー1（哲学）
「考える」
ことを考える
セミナー2（日本語学）
〈濁る音〉
の不思議

定員30名

定員30名

セミナー3（ヨーロッパ文学）
アンデルセン
『人魚姫』
を読む
定員30名
セミナー4（教育方法学、教育課程論）
学級単位で学ぶ意義はなにか？
定員30名
セミナー5（法学）
年齢と法的責任を考える

定員30名

理系
セミナーA（生活科学部食物栄養学科）
食べ物と調理
定員100名
セミナーB（生活科学部人間・環境科学科）
生活工学への誘い
定員20名
セミナーC（理学部数学科）
平面曲線で遊んでみよう
定員20名
セミナーD（理学部物理学科）
日常に潜む最先端の物理学
定員20名
セミナーE（理学部化学科）
光る化合物：化学の技術を
生命科学研究へ
定員30名
セミナーF（理学部生物学科）
RNA抽出と遺伝子発見の定量
定員20名
セミナーG（理学部情報科学科）
コンピュータグラフィックスを
体験する
定員30名

（平成30年9月29・30日開催）
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いる。

等を分析することで、本事業の成果

1875（明治8）年、女性のための日本初の高等教育
機関「東京女子師範学校」として創設。少人数制に
よる高度な専門教育が特長。グローバル化する社会
的要請に対応し、
「21世紀型文理融合リベラルアー
ツ」を設け人文科学・社会科学・自然科学の領域か
ら多角的な学びを実施。国際社会で活躍できる女性
リーダーを養成する。

あると考えている。

少人数制の専門教育と領域横断的な
学びで女性リーダーを育成

を継続的に検証しつつ、その成果を

お茶の水女子大学

さらに事業最終年度にあたる平成

モチベーションを保つことができたと感じています。

年度には、本事業の成果を社会に

てから実際に大学で学び始めるまでの間、勉学への高い

一方で、これまでも実施してきた

「新フンボルト入試」を経験したことで、受験勉強を始め

31

発信していく予定である。

できた貴重な経験だったと思います。

公表するさまざまな取組を展開し、

学ぶ先輩からの指摘を受け、自分の考えを深めることが

高校側からの意見聴取を引き続き実

読み、レポートを作成する機会をいただきました。大学で

成果発表のためのシンポジウムを企

合格発表後には、サポーターの先輩と1対1で課題図書を

施し、制度のブラッシュアップを図

的に物事を捉える力を身に付けることができました。

画。他方で、新フンボルト入試で得

高校の先生と記事についての議論を交わしながら、多角

る。また、プレゼミナール全受講者

事を読み、その記事の切り抜きでノートを作成しました。

られた成果を推薦入試等の特別入

に向けた受験勉強を開始。社会問題を取り上げた新聞記

及び図書館入試受験者への悉皆的な

でした。受験を決めてからは、二次試験の「図書館入試」

試、あるいは一般入試へと応用し、

ボルト入試」の存在を教えてくれたのが受験のきっかけ

アンケート調査を継続して実施し、

高校の恩師だった先生が、お茶の水女子大学の「新フン

お茶の水女子大学の入試制度のさら

受験の準備段階から入学までの間に
大学で必要とされる思考力が磨かれた

ステークホルダーの意見を敏感に制

上江洲 まりのさん

私立沖縄カトリック
中学高等学校出身

なる改善を進めていく。

文教育学部
言語学科2年

度改善に活用していく。このアン

profil E

国際バカロレア入試を導入し
その理念と教育手法を
日本の教育現場にも普及する

入試改革

岡山大学
Okayama University

8

2012年度入試から、国立大学で初となる「国際バカロレア（IB）入試」を実施している岡山大学。AP事
業の採択を受け、その取り組みは、入試の枠を超え、高校や大学の教育現場へのIB教育の理念や手
法の普及活動にも広がっている。文系の私立大学が主な受け皿だったIB資格取得者を医学部を含む
理系学部で受け入れるチャレンジングな取り組みは、どのような成果に結びついたのだろうか。

Okayama University

自学の教育目標に合致する
ＩＢ生を積極的に受け入れ
岡山大学が国際バカロレア（以
下、ＩＢ）に着目したのは、２００
８年度に秋季入学の検討を始めたこ
近年、注目を集めるＩＢとは、

とがきっかけだった。

1

4

8

15

17

21

31
合格者

1

4

7

12

15

19

19
入学者

1

1

3

5

5

7

8

は、ＤＰのＨＬ（上級レベル※）科

なる。さらに、欧米の主要な大学で

内外の多くの大学への入学が可能に

バカロレア資格」の取得ができ、国

経て、所定の成績を修めると「国際

た課程を２年間履修し、最終試験を

ラム（以下、ＤＰ）では、決められ

身も海外の大学で学んだ経験のある

調査を行った。入試改革担当で、自

定し、ＩＢ資格取得者（ＩＢ生）の

秋入学後の３年半で卒業できると想

目を卒業単位として認定できれば、

れる。日本の大学でも英語とＨＬ科

ているため、学生の英語力も保証さ

ＩＢ校の多くはＤＰを英語で実施し

「首都圏の一部の私立大学では、Ｉ
Ｂ入試が実施されていましたが、大
半が文系の学部でした。日本の大学
進学を目指すＩＢ生にとって、理系
学部の受け皿が少ないことがわか
り、私たちが門戸を開放したら、喜
んでくれる生徒がいるのではないか
と考えました。ＩＢ教育の質の高さ

全国の大学に
波及させていく

書類審査
（全学）
および一部面接
（教育学部／医学部／歯学部）

文学部／教育学部／法学部／経済学部／
理学部／医学部／歯学部／薬学部／
工学部／環境理工学部／農学部

の略。
International Baccalaureate
スイスに本部を置く国際バカロレア
志願者

海外のＩＢ校はもちろん、国内の

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

目を自学の卒業単位として認定して

アドミッションセンター長で、
入試改革担当の田原誠副学長

選抜方法

出願対象：全学部

機構が提供する国際的な教育プログ
ラムを指すもので、認定校には共通
カリキュラムが課される。なかでも
～ 歳対象のディプロマ・プログ

国際バカロレア入試における
志願者と入学者の推移（人数）
田原誠副学長はこう語る。

19

いる。

16

※DPのHL科目＝Higher Level（上級レベル）の略。DPには、HLとSL（Standard Level、標準レベル）がある。

10

す。加えて、ＩＢで求められる学習

は、海外でも広く認知されていま
げ、採択を受けた。

などをＡＰ事業の取り組みとして掲

を行い、国内での普及に努めること

月入学）から全学部でＩＢ入試を始

岡山大学では、２０１５年度（４

者像が本学の教育目標と合致するこ
ともあり、ＩＢ生の受け入れを決め
ました」
めた。選考は基本的には書類審査の
みだが、教育・医・歯学部では、卒

下、ＩＢ入試）」を実施した。

コースで「国際バカロレア入試（以

履修ができるマッチングプログラム

標に応じて学部・学科横断型で科目

工・農学部、医学部保健学科と、目

いて、国立大学では初めて、理・

岡山大学は２０１２年度入試にお

の高校生よりも大きくなります。本

されるため、受験勉強の負担は日本

する場合、日本語での筆記試験が課

国して日本の大学を一般入試で受験

「海外のＩＢ校に通う日本人が、帰

は若干人となる。

は、医学部医学科が３人、そのほか

し、面接を課している。募集人員

なる仕事に就く者が多いことを考慮

業後に日本語での対話が特に必要と

国公立におけるＩＢ入試の先駆者で

志願者

人、合格

人、うち入学者

は、２０１８年度秋季入学までで、

ＩＢ入試を利用した入学者の実績

たいと考えている。

活動を通した学内の活性化につなげ

ことで、授業改善や学生のグループ

な学生を大学に積極的に受け入れる

教育をすでに受けてきている。そん

自律性、多面的な思考力などを育む

な視野やコミュニケーション能力、

アドミッションセンターの
マハムド サビナ准教授

人となっている。人数だけを見

77

くったりと、強いリーダーシップを

積極的に動いたり、新たなゼミをつ

を受けます。また、実験や実習では

べるので、周りの学生は大きな刺激

は多様な視点から積極的に意見を述

ることが得意で、グループワークで

「ＩＢ生は、論理的、総合的に考え

ビナ准教授は語る。

ミッションセンターのマハムド サ

周囲に与える影響は大きいと、アド

ると少ない印象を受けるが、学内で

は

97

全学部でＩＢ入試を導入
選考は原則書類のみ

ある同大学は、国内大学のＩＢ入試

学ではＩＢ教育の質の高さから、筆
記試験は不要と考えて課しませんで

およびＩＢ生の受け入れのモデルに
なるとともに、ＩＢ教育の調査研究

した」（田原副学長）
筆記試験を主な判断基準とする入
試では、多面的な思考力、多様な文
化や価値観などへの理解、他者との
協調性やコミュニケーション能力に
ついて十分な評価をすることは難し
い。そのため、単純な解の存在しな
い課題を多面的にとらえて論理的に
思考し、さまざまな価値観の他者と
協働して、課題解決にあたる知識や

30

発揮しています」

11

能力は大学の教育のなかで育むこと
になる。しかし、ＩＢ生は、国際的

主体的に活動できるIB生が
学内で周囲に与える影響は大きい

ないことも多く、教養教育科目の単

な専門用語を日本語で理解できてい

レア入試担当者から「求めているの

を知った。不安もあったが、バカロ

学が医学部でＩＢ入試を始めたこと

日本の大学を調べるうち、岡山大

日本でも必要だと強く感じていま

を受けてきて、ＩＢ教育の考え方が

ショナルスクールといろいろな教育

や海外の日本人学校、インターナ

しています。これまで日本の公立校

りました。今は小学校の教員を目指

学した異色の経歴を持つ。

位を落としてしまうケースも見られ
はあなたのような人材」と言われ、

す。なかでも小学校は、人格形成に

じっくり考えました。その結果、日

た。
サポート体制があることを知り、入

おいて一番影響を受ける時期。国際

一方で、ＩＢ生受け入れの課題も

「本学では、スーパーグローバル大
学を決めた。

的なものの見方や考え方、価値観を

「私の場合、やりたいことがいろい

学創成支援（ＳＧＵ）の採択を受

「入学当初は戸惑いもありました

早い時期から教えたいと考えていま

本で基盤を築いてから海外に出るべ

け、英語を共通語とする課程グロー

が、今は留学希望者のためのネット

す。日本の英語教育は大きく変わろ

見えてきた。社会や理科なども英語

バル・ディスカバリー・プログラム

ワークをつくり、後輩のＩＢ生のサ

うとしています。そんな変革期に日

ろあり、結論が出るまでに２年かか

を設置しています。こうした課程で

ポートも行っています。ニューヨー

本の教育に貢献できたらいいです

きだと考え直しました」

学ぶのもひとつの選択肢でしょう」

クのがんセンターへの留学も経験

ね」

で学んできたＩＢ生の場合、基本的

（田原副学長）

し、今後は海外で臨床実習を受ける
く、アメリカでも医師免許を取得し
たいと考えています」

ＡＰ事業採択を受け、岡山大学で

ＩＢ教育の普及を目的に
シンポジウムなどを開催

予定です。将来は、日本だけでな

日本で基盤をつくり海外へ
自分を見つめ直した選択
では、ＩＢ入試で入学した学生た
ちは、どのようなキャンパスライフ
を送っているのだろうか。
医学部で最初のＩＢ入学者となっ

た。

ポールの高校でＩＢ資格を取得し

の仕事の都合で住んでいたシンガ

クールに進み、ＤＰの資格を取得し

高校は広島のインターナショナルス

フィリピンで小中学校生活を経験。

部２年の野村慶太さんは、日本と

同じくＩＢ入試で入学した教育学

訪問調査

国際バカロレア校の

■国内・海外の

以下がその取り組みの一例だ。

はＩＢ入試の活用、普及のためのさ

「医者になるのは小学校の頃からの

ＡＰ事業採択を受けた２０１４年

ＩＢ教育のエッセンスを
小学校の現場で活かしたい

夢でした。イギリスの大学に進むつ

た。高校卒業後は、会社経営者の父

度から２０１７年度の間に、岡山大

た現在４年の住田まどかさんは、父

もりで願書を出し、合格ももらって

と同じビジネスの道に進み、東京で

学のＩＢ入試担当教職員が海外
国

校、国内

か

まざまな活動にも力を入れている。

いましたが、親から『これから何人

２年間の社会人生活を経験。その
後、ＩＢ入試を受け、岡山大学に入

として生きていくのか』と問われ、
自分のアイデンティティについて

88

18

校の国際バカロレア
29

知識を概念化して思考する力を
IBの
「知の理論」
から学んでほしい

12

への活用」（２０１６年度）、「国

する新しい高校教育・大学教育改革

毎年開催。「国際バカロレアが示唆

ための理解を深めるシンポジウムを

るＩＢ修了生の受け入れを拡大する

岡山大学では、全国の大学におけ

シンポジウムの開催

理解と普及を進める

■国際バカロレア教育の

最新の情報交換を行った。

ともに、ＤＰの教育内容について、

大学の特別な入試制度を周知すると

た。ＩＢ修了生を受け入れる日本の

認定校を訪問して広報活動を行っ

■国際バカロレア

提供している。

うなど、ユニークな情報共有の場を

当する高校教員による質疑応答を行

と題して、ＩＢ校で実際に授業を担

ら実践まで―質疑応答セッション」

ア校教員がお答えします！―初歩か

２０１８年度には、「国際バカロレ

育に関する勉強会も開催している。

シンポジウムより小規模なＩＢ教

勉強会を開催

理解と普及を進める

■国際バカロレア教育の

の場を提供している。

に関係するキーマンによる情報発信

きるようになるのです」

する自立的で探究的な学習を実現で

で実践することで、ＩＢ教育に通底

作成しました。さまざまな科目学習

にカスタマイズしたワークブックも

教養教育科目として設置し、大学用

め、岡山大学では、『知の理論』を

の手法を日本の学生にも普及するた

考力や論理的思考力を鍛えられるこ

力を養うことができます。批判的思

修得し、知識を概念化して思考する

探究や考察に必要な能力やスキルを

れるプロセス』を深く学ぶことで、

日本の教育改革にも貢献していく。

岡山大学はＩＢ入試の実施を通して

に取り入れられる点が数多くある。

日本が進めようとしている教育改革

ＩＢの理念や指導方法は、現在、

につなげていくことだ。

育、大学入試の三位一体の教育改革

普及によって、高校教育と大学教

入試の拡大と、高校へのＩＢ教育の

取得している。今後の課題は、ＩＢ

以上あり、毎年５〜６万人がＤＰを

1870（明治3）年設立の岡山藩医学館が起源。文学
部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、
歯学部、薬学部、工学部、環境理工学部、農学部の
11学部と8研究科を擁する国立の総合大学。
「高度
な知の創成と的確な知の継承」を大学の理念に掲げ
る。文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」
の採択を受け、学内のグローバル化も進めている。

ＤＰの導入校は世界で４６００校

際バカロレア修了生の国内大学進学

「知の理論」ワークショップ

学内のグローバル化を加速する
11学部・8研究科の国立総合大学

ＩＢ教育のコア科目である「知の

と今後の展望について」（２０１７
年度）といったテーマで、ＩＢ教育

理論（ Theory of Knowledge
／通称
ＴＯＫ）」の知識を深めるワーク
ショップも開催。対象は一般の高校
生から大学生までさまざま。岡山大
学のほか、東京、大阪など全国の高
校などで、ＩＢ教育の理念や学びの
手法の普及活動を行っている。

ＩＢ教育の「知の理論」を
大学の教養教育科目に導入
田原副学長がＩＢ教育の理念を日
本の学生にも普及したいと考えるの

13

には理由がある。
「『知の理論』は、『知識が構築さ

岡山大学

入試改革

追手門学院大学
Otemon Gakuin University

職員との個別面接で
高校生の学ぶ意欲を育む
アサーティブ入試を実施

14

追手門学院大学では、
「選抜型」から「育成型」入試への転換を掲げ、2014年度から「アサーティブ入
試」とその導入となる「アサーティブプログラム」を実施している。
「アサーティブ」とは、
「自分自身を
知るとともに、相手の意見を聞き、考えを適切に主張できる態度」という意味を込めたもの。大学で学
ぶ意味を考え、学ぶ意欲と姿勢を持った受験生に門戸を開くことを目的とし、受験前から「学ぶことに
ついて考える」および「アイデンティティの形成」の機会を提供している。

Otemon Gakuin University

をしたいのか、そもそも自分は何が
好きなのか……そんな当たり前のこ

ティブ入試」とその前段階にあたる

学は、独自に準備してきた「アサー

大阪府にある私立・追手門学院大

い。ここで自分を成長させたい」と

い。しかし、「この大学で学びた

回数を工夫すれば増えるかもしれな

志願者そのものは、入試の方式や

要性を感じたのです」（志村課長）

とを考えてから進学できる入試の必

「アサーティブプログラム」を全学

「この大学で学びたい！」
意欲の高い学生を増やす

的に展開するため、ＡＰ事業に応募

いう意欲を持って入学しなければ、
学生自身の成長につながらないのは

し、採択を受けた。
同大学では、「アサーティブ」と

明らかだ。そこでスタートしたの

型』入試への転換を図ろうと考えま

いう言葉を「自分自身を知るととも

した。まず、『アサーティブプログ

が、「アサーティブプログラム」と

２０１３年、追手門学院大学の入

ラム』で、大学職員が生徒との面談

に、相手の意見を聞き、考えを適切

試改革は、当時入学センター職員

等を通して、大学で学ぶ目的や意欲

「アサーティブ入試」だった。

だった、現教務部アサーティブ課の

を育成。その後、『アサーティブ

に主張できる態度」と位置づけてい

志村知美課長が、学生に大学を選ん

入試』で、本当に学ぶ意欲がある

「入試は高校と大学をつなぐ重要な

だ理由を聞くところから始まった。

のか、目的は明確か、基礎学力や議

る。これは、大学で学ぶ意味を考

どうすれば受験生に選ばれる大学に

論する力は身についているのか、と

接点です。これを教育の一環と位置

なるのか。そのヒントを得るために

いった観点で選抜を行います。これ

え、学ぶ意欲と姿勢を持った学生の

在学生の生の声をヒアリングした。

は、日本では初めての入試形態でし

づけて、『選抜型』入試から『育成

「めざしたのは、とにかく目の前の

た」（志村課長）

モデルだと考えていいだろう。

学生が求めている入試を形にするこ

「アサーティブプログラム」の対象

高校生と職員が一緒に
大学で学ぶ意味を考える

とでした。調査を進めるとわかった
のは、第１志望の受験に失敗した不
本意入学者が多かったこと。自己肯
定感が低く、それが大学生活に意欲
的になれない原因でした。大学で何

1 本学職員との「個別面談」

将来の自分を意識させ、大学で何を学ぶかを問い、大学で学ぶ意味
を自ら気づくように促し、学ぶ意欲を引き出すことができるようにする。

【MANABOSS導入の目的】

2 独自開発システム「MANABOSS(マナボス)」

①基礎学力の確認と弱点の発見から計画的学習への動機づけができる。
②論理的思考や批判的思考を始めとして、物事を多様な観点から考察
する能力を育成する。
③ポートフォリオで成長の記録を振り返ることができ、入学後の学生ポ
ートフォリオにつなげることができる。

高等学校段階の学力を客観的に把握・活用ができるように
「言語能
力問題」
と
「非言語能力問題」
を準備。
「達成度」
から自らの基礎学力の
状態を把握し、計画的に学ぶ姿勢を養うことができる。

大学において、
「答えのない問題」
を発見し、解決するために必要な専
門的知識と汎用的能力を鍛えるための準備として、
与えられた課題に対
してじっくり考えることを養い、
SNS上で議論を展開することができる。

3 自己成長を促す「アサーティブノート」

自らのことを理解し、大きな視野で周りの状況を見極め、
自分で考え
たことを、相手にしっかりと伝える準備ができるノートである。
このこと
により、
アイデンティティ形成と自己成長を促すことになる。

16

ンパスでの同時開催、個別開催を含

は、全学年の高校生。オープンキャ
く存在します。そこに、いい意味で

とを相談できずにいる高校生は数多

解がひとつではない問題に対して、

「追手門学院バカロレア」では、正

ができる。同システムを活用した

説明。続いて、職員による個別面談

ス」で、プログラムと入試の概要を

まず、「アサーティブガイダン

徒には、『その分野であれば、この

てありません。明確な目的がある生

本学に進学してもらうことでは決し

とができるのです。面談の目的は、

乗ることで、すっと心に寄り添うこ

くとも、知的な事柄への興味や活動

生は、「今は確かな希望や理念がな

「アサーティブ入試」で求める受験

ぶ意識を高めていく。

学前教育を課し、そこでも大学で学

を決定する。さらに、合格者には入

習意欲などを総合的に判断し、合否

接で思考力や主体性、基礎学力、学

ション、基礎学力適性検査、個別面

ここでは、グループディスカッ

る。

験できる「アサーティブ入試」とな

ティブプログラム」受講生のみが受

「学ぶ意欲」を測るのが、「アサー

このようにして育てた「学ぶ力」

グループディスカッション、
個別面接で学習意欲を評価

果だと考えています」（志村課長）

のは、ＡＰ事業採択による大きな成

ＮＡＢＯＳＳ』の開発に注力できた

期間。ここでの学習を支える『ＭＡ

大学の学びに向けて準備をする助走

「『アサーティブプログラム』は、

る。

身の意見を発信する力を養成してい

とで、他者の意見を受け入れて、自

ＳＮＳ上で参加者同士が議論するこ

“部外者”である大学職員が相談に

を行い、高校生の声を受け止める。

回以上実施している。

ユニークなのは、追手門学院大学を

大学も見学したほうがいい』と多様

め、毎年

志望しない学生もプログラムを受講

プログラムに参加した生徒が進路

な視点を提示しています」（志村課

社会人の先輩として、「なぜ大学

についての考えや気づきを書き留め

できること。将来の進路がまったく

に行くのか」「大学で何をしたいの

るために工夫しているのが、「ア

長）

か」を聞き、一緒に考える。個別面

サーティブノート」の配布だ。これ

わからないという生徒には、職員が

談は、複数回受けられるため、開催

は、メモを取ること、自分の考えを
伝えることなどについて、立ち止

の度に訪れる生徒も少なくないとい
う。

まって考えるためのノート。生徒た

自己を振り返り、成長を実感できる「アサーティブノート」

「保護者にも高校教員にも将来のこ

ちは、ノートの内容に促されなが
ら、自己を振り返り、成長を実感す
ることができる構成になっている。
一方、面談を担当した職員は、生徒
の成長をコンタクトシートに記録し
ていく。
さらに、大学で学ぶために必要な
基礎学力育成支援のため、インター
ネットを使った学習システム「ＭＡ
ＮＡＢＯＳＳ（マナボス）」を独自
開発し、受講生に提供している。こ
こで受講生たちは、国語や数学の学
習を通じて、基礎学力を高めること
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20

めざしたのは、
目の前の学生が
求めている入試を形にすること

アサーティブプログラムの
個別面談の様子

自分のことを話して
将来像がまとまった
「アサーティブ入試」を利用して入
学した先輩学生たちは、どのような
大学生活を送っているのだろうか。
経営学部マーケティング学科２年の
藤村武瑠さんは、「アサーティブ入
試」の３期生にあたる。もともと
マーケティングの分野に興味があ

考えればよいとしている。

入学後にさまざまな活動をしながら

で学びたいことが明確にはなくても

続け、努力する人」。受験時に大学

を通じ、何のために学ぶのかを問い

べるなかで、追手門学院大学の『ア

その学びの受け皿として、大学を調

や商品開発の仕事を知りました。

げていたところに、マーケティング

け、アパレル業界などにも視野を広

げた方がいい』とアドバイスを受

味の幅を拡げて、将来の可能性を広

『もっと職業の枠にとらわれずに興

先輩がいたから。ただ、その人から

した。理由は、尊敬できる美容師の

「高校時代は美容師をめざしていま

た。

かで、追手門学院大学にたどり着い

修。将来の起業に向けて、学部や学

学院大学リーダー養成コース」を履

入学後は、学部横断型の「追手門

積極的に学ぶことができています」

を選んだことで、入学後も疑問なく

えました。自分の意志で大学や学部

心理学、社会学などを学びたいと伝

たい。そのためにマーケティングや

の興味のあるものを世の中に発信し

の面接でも、将来は起業して、自分

感しました。『アサーティブ入試』

対する考えがまとまっていくのを実

「自分のことを話すなかで、将来に

将来像が見えてきた。

り、インターネットなどで調べるな

「『アサーティブ入試』は、追手門

ながら、学んでいるという。

年の枠を超えてネットワークを拡げ
個別面談では、将来やりたいこと

サーティブプログラム』を知りまし

について徹底的に深掘りされた。そ

大学職員の対応から
手厚いサポートを実感

学院大学でやりたいことを見つけた

学びたい、もっと成長したいと思う

のなかで、美容業界、アパレル業界

た」

学生が増えることが、大学全体の活

などを基点として、自ら会社をつく

てもらうためにあります。主体的に

性化につながると考えています」

り、新しいものを発信したいという

社会学部社会学科２年の田畑慎太
（志村課長）

いと強く思っている高校生に入学し

経営学部 マーケティング学科2年 藤村武瑠さん
京都府立峰山高等学校出身

主体的に学ぶ学生が増えることで
大学全体の活性化につながる

18

就職するために、社員の出身大学を

田畑さん。憧れの釣り具メーカーに

もともと「釣り」が大好きだった

ユニークだ。

院大学をめざしたきっかけもかなり

ティブ入試」３期生。彼が追手門学

朗さんも藤村さんと同期の「アサー

できただけでなく、大学の先生や職

ピール。将来やりたいことを再確認

釣りに関わる仕事をしたいことをア

『アサーティブ入試』の面接でも、

ホームな学風を実感できました。

ても丁寧に教えてもらい、アット

現在所属する社会学部の学びについ

問題に興味があると話したところ、

の数はさらに増えるという。

形態で入学した学生を合わせるとそ

ラム」に参加し、一般入試など別の

る。さらに、「アサーティブプログ

５１４名、入学者数は１１４名とな

１２０５名。そのうち志願者数は

ログラム」の個別面談参加者は、

２０１８年度の「アサーティブプ

う」

せることが今後も重要になるでしょ

した先輩のロールモデルを数多く見

とにつながっているようです。こう

た実績が、就職活動で優位に立つこ

し、自分の意見を発信する訓練をし

試段階でディスカッションを経験

職実績もかなり好調です。特に、入

調べていたところ、追手門学院大学

ＡＰ事業採択をきっかけに、学習

進んでいる。入試改革が教育改革に

今後の課題は、「アサーティブプ

と。それに応える質の高い授業を提

波及し、全学レベルでの質の高い教

員の方に将来のことを知ってもらっ

２年次が修了し、所属ゼミも決

供していくことも重要になる。

育の探究が進んでいる。

の名前を見つけ、オープンキャンパ

まった。興味があった「少子高齢

「『アサーティブ入試』の第１期生

成果を可視化し、学生の成長をデー

ティブガイダンス」に参加し、入試

化」をキーワードに、出身地である

が卒業年度を迎え、心配していた就

ログラム」で育んだ学生の意欲を入

の概要を知ると「これは自分のた

大阪府岸和田市の「岸和田だんじり

たうえで入学できる安心感がありま

めのものだ」と直感。そのまま個別

祭と地域」が抱える課題について研

スで、「アサーティブプログラム」

面談に参加し、釣りが好きであるこ

究するつもりだという。もちろん、

タで共有する学内システムの構築も

と、将来は釣り具メーカーで働きた

学後に発揮できるように支援するこ

いことなどを職員に話したという。

就職に向けて、在学中に釣り具メー

した」

「面談のなかで、追手門学院大学の

カーとの接点も模索中だ。

のことを知った。まず、「アサー

就職サポートが手厚いことを知りま

入試改革と教育改革を
セットで進めていきたい
「アサーティブプログラム」は、職
員の意識改革にも好影響を与えてい
名が参加。高校生と

る。現在では、個別面談に全職員の
６割にあたる

直接話すことで、学生の実像を把握
し、学生支援のあり方を考えるいい
機会にもなっている。さらに、部署
を超えた職員の連携を構築する場に
もなりつつあるという。

19

60

した。外来魚の研究や少子高齢化の

社会学部 社会学科2年 田畑慎太朗さん
私立大阪体育大学浪商高等学校出身

追手門学院大学

「独立自彊・社会有為」を理念とし
社会のリーダーを育成

1966（昭和41）年創立。経済学部、経営学部、地
域創造学部、社会学部、心理学部、国際教養学部の
6学部を擁する大阪府の私立大学。
「独立自彊・社
会有為（どくりつじきょう・しゃかいゆうい）」を教育
理念として掲げ、こども園から大学・大学院までの総
合学園として、地域および国際社会で、指導的役割
を果たせる人間の育成をめざしている。

大学のリソースを活用して
理系グローバル人材を
高大連携で積極的に育成

高大接続

千葉大学
Chiba University

20

1990年代から高大接続事業に力を入れてきた千葉大学は、AP事業の採択を受けた「次世代才能ス
キップアップ」プログラムを通じて、将来、研究者をめざす高校生に、理系グローバル人材としての資質
を身につける教育を提供している。基礎教養の講座から個別の課題研究支援、英語による発表の機
会創出など、プログラムは多岐に渡り、近年は千葉県内だけでなく、関東近郊の多くの高校から参加
者を集めている。

Chiba University

らなる認知が必要だった。さらに、
高大接続事業をＡＯ・推薦入試とう

１９９０年代から、高大接続事業
ため、これまでの取り組みを体系化

もあった。こうした課題を解決する

まくつなげられていないという課題

に積極的に取り組み、優れた理系人
したのが、ＡＰ事業の採択を受けた

大学の専門性と国際性に
触れられるプログラム

材の育成に尽力してきた千葉大学。
グラムである。

「次世代才能スキップアップ」プロ

才飛び入学）

○ 海外教員

他大学に先駆け、１９９８年から先
進科学プログラム（

インターンシップ
プログラム
○ ツインクル

を実施するなど、新しい人材育成の

８割の講義出席で修了証
入学後の単位認定も

インターンシップ
○ 海外企業

文理融合教育

流れをつくってきた。
しかし、先進的な高大接続事業を
◎基礎力養成講座

プログラムの最初のステップは、
千 葉 県 内 お よ び 近 隣 の 高 校 １ ・２
年生を対象にした「基礎力養成講
座」。これは、高校生が千葉大学の
キャンパスを訪れ、大学の施設を
使って、実験講座や講義を受講する
もの。「健康・医療」「テクノロ
ジー」「総合科学」と「園芸学」の
計４コースがあり、各コースで６〜
８回程度の講座を開催している。こ
れに加えて、不定期開催の「特別講
座」がある。
通年で受講する「コース生」と関
心のある講座のみ受講する「オープ
ン生」として参加が可能で、「コー
ス生」は、選択したコースの講座に
８割以上出席すると修了証が授与さ
れる。千葉大学に入学し、所定の手
続きを経ると、自由選択科目として

学修成果の可視化

・留学生派遣
（グローバル教育）
科学教育
文化交流

アクティブラーニング
○ アカデミックリンクセンター
○ イングリシュハウス
○ スマートラーニング・システム

★アドミッション
ポリシ－の明確化
★入学者選抜
実施体制の整備

・国際研究発表会
（グローバル教育）
→文理協働

○ ルーブリック評価

・高校生理科
研究発表会

・数理科学コンクール
・オリンピック支援
・SSH支援

個への対応
○ 先進科学プログラム
○ 理数大好きプロジェクト
○ ユビキタス学習
（学内外学習）

・G-スキッパー
（課題研究）

・千葉市
教育委員会
連携講座
・サイエンス
スタジオCHIBA

加速させるには、学内外に向けたさ

左から教育学部副学部長 加藤徹也教授（理学博士）、次世代才能支援室長 工藤
一浩教授（工学博士）、AP事業推進責任者／アジア・アセアン教育研究センター長
野村純教授（医学博士）、教育学部 飯塚正明教授（工学博士）

長期学外学修制度

○ 国際教養学部

・科学実験教育
○ 健康医療
○ 総合サイエンス
○ テクノロジー
○ 園芸学
・医療系コース
・国際コース
・教員コース
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○ デジタルポートフォリオ

22

単位認定も可能になる。大学入学
前に、幅広い知識と実験スキル、
科学的思考力などを醸成するのが狙
いだ。ＡＰ事業推進責任者で、アジ

がっているのを実感します」

◎Ｇ ス-キッパー養成コース
千葉大学に関心を持った高校生が

大学教員がマンツーマンで
高校生の課題研究を指導

参加できる次のステップが、大学で

ア・アセアン教育研究センター長で
もある野村純教授はこう語る。
専門的な課題研究に取り組む「Ｇ
スキッパー養成コース」。「基礎力

「『基礎力養成講座』は、学内の幅
高校生にもわかる基礎教養を身に

養成講座」受講生の中から希望者を

広い分野の教員に協力してもらい、
つけてもらうように設計していま

名が

募り、面接のうえ、年間最大

15

選抜にあたっては、高校生自身が

選抜される。

す。２０１８年度は、千葉県内外の
名に修了証を授与しました。

延べ８８１名の生徒が参加し、その
うち

千葉県立東葛飾高等学校出身

「環境と共生する化学」という
将来めざす学びの分野と出合えた

高校のプログラムで、千葉大学を見学に来たときに、
「次

世代才能スキップアップ」プログラムのことを知りまし

た。もともと高校で理科部に所属していた私は、迷わず

参加を決意。
「基礎力養成講座」では、テクノロジーコー

スで6講座を受講しました。印象に残っているのは、
「身

の回りの不思議を実 験を通して探求しよう」という講

座。ガラスをつくる実験などを通して、大学の研究施設

の充実度を実感しました。また、先生の話を聞くなかで、

「環境と共生する化学」を学ぶ分野があることも知りま

した。これは、現在所属する総合工学科の共生応用化学

コースを志望するきっかけにもなり、受験のモチベーショ

ンが上がりました。個人的には、先輩学生の雰囲気を知

ることができたり、自宅通学の勘をつかめたりしたことも

千葉大学をめざすうえで、安心材料になりました。

研究テーマを決め、そのテーマを専

佐藤 夏帆さん

ＡＰ事業採択によって、こうした高

工学部
総合工学科1年

門分野とする大学教員との面接で、

87
profil E

大接続の取り組みが、全学的に広

-

やりたいことをアピールする。１回

目の面接で教員が読むべき文献や調

べ方などを示し、それを実行して再

度面接を申し込んできた高校生が合

格となる。課題を何度も出し直し

て、やる気を試すこともあるとい

研究では、教員が１対１で指導

う。

し、大学生や大学院生のチューター

もつく。受講生は週末や長期休業中

に大学の研究室を訪れ、実験などを

行い、１年〜２年かけて研究を進め

る。そして、研究を終えた年度末の

「国際研究発表会」で、研究の成果

を英語で発表するのが最終ステップ

となる。

「受講生には、実験データをおおま

かに捉える生徒もいれば、深く読み

込む生徒もいて、アプローチの違い

によって、解析結果は変わります。

ここで大切なのは、『なぜ、解析結

果が異なるのか』を、各自の考えを

持って話し合うこと。高校生は、そ

れまでの学習経験から、問題の答え

や結論は１つだと思いがちですが、

実はさまざまな答えや結論の合意点

を話し合いで見いだすのが『大学の

学び』です。それを高校生のうちに

実感できれば、大学での研究も円滑

飯塚正明教授）

に進められると考えています」

（教育学部

23

V O IC E 1
ST U D E N T ’S

AP事業採択によって高大接続の
取り組みが全学的に広がっている

2018年度「基礎力養成講座」講座一覧
コース

健康医療

究に取り組む傾向があります。ここ

発表会」に加え、「高校への留学生

ドだ。高校生も参加する「国際研究

英語。自然科学だけでなく、社会科

う。用いる言語は、もちろんすべて

ションやプレゼンテーションを行

「一度面接で話した研究テーマを自

から学びは始まっています。研究か

派遣」というユニークなプログラム

学の内容も発表できる場となってい

分なりに掘り下げて、再度面接を申

ら発表までのプロセスの中で、研究

を実施し、スーパーグローバル大学

し込んでくる高校生は、粘り強く研

に向かう姿勢、論理的な思考、他者

としての役割を果たしている。
る。次世代才能支援室長の工藤一浩

に成果を伝える技術など、科学者と

◎国際研究発表会
教授は、国際研究発表会の規模拡大

しての基本を身につけてほしいです

に手応えを感じている。

か国から

名が参加し、活

「２０１８年度第３回国際研究発表

会では、高校生１８２名に加え、高

年３回開催している「国際研究発

表会」では、「Ｇ ス
- キッパー養成
コース」に参加した高校生をはじめ

校教員 名、ＡＳＥＡＮ

加藤徹也教授）

とする関東近郊の高校生が参加し、

教員 名、留学生

8

（教育学部

ＡＳＥＡＮ諸国の高校・大学職員お

発なコミュニケーションが行われま

39

60

ね」

グローバル教育支援も千葉大学が

よび留学生の前で、ポスターセッ

ＡＳＥＡＮの留学生と
交流する場を提供

取り組むＡＰ事業の重要なキーワー

26

テクノロジー

総合科学

園芸学

特別講座

全28講座

講座タイトル
ロコモ度テストをやってみよう
植物の遺伝子増幅と多型検出
予防接付について学ぼう！考えよう！
血液スメアー標本の作成
タンパク質の解析実験 1
タンパク質の解析実験 2
コンデンサーマイクの作成と音声信号の観察
過電流と磁力の可視化：実験とシュミレーション
プログラミング入門
身の回りの不思議を実験を通して探求しよう
LEDの仕組み
ラジオを作る
色の変化で酸化還元を見る
地球システム科学の視点から考える地球環境問題
マニアック化石講座
心理実験を通して計るヒトの注意過程
消しゴムの成分から無水フタル酸・色素を作る
アルキメデス 〜発想力と想像力〜
固体物質を加熱して、反応させる
園芸AO対象「植物の病害虫を知ろう」①〜③
酵素活性を測定してみよう
食品中のポリフェノールを測定してみよう
インフルエンザウイルスの謎に迫る
医学の歴史を通して生命の機能を知ろう・体験しよう
医療講座「放射線と健康」

ST U D E N T ’S

V O IC E 2

profil E
教育学部
中学校教員養成課程1年

土井 剛斗さん
千葉市立千葉高等学校出身

入学後の学びを体験することができ
千葉大学志望の迷いがなくなった
高校の先生にすすめられて、
「次世代才能スキップアップ」プログラム
に参加しました。
「基礎力養成講座」では、テクノロジーコースを受講。
「ラジオを作る」という講座で、ものづくりの楽しさを実感できました。

講座はすべて、生徒一人ひとりが自分で手を動かすことが重視されて

いて、研究者である大学の先生と密にコミュニケーションを取る機会が
あったのも印象的でした。その他、オシロスコープを使った音声信号の

分析など、やや難度の高い実験にも挑戦。受験にあたり、千葉大学を志
望したのは、面倒見のいい先生が多いことが決め手でした。また、理系
を中心に10学部がある総合大学で、いろいろな仲間と知り合えること
が入学前にわかったのもプログラムに参加したおかげだと思います。

スーパーグローバル大学としての
千葉大学の国際教育も積極的に活用
24

学として、千葉大学全体の国際教育

学』を掲げるスーパーグローバル大

望も寄せられています。『全員留

『もっとこうしてほしい』という要

高く、『ぜひうちも参加したい』

した。高校の先生からの注目度も

学生と高校生の交流を支援する。

生がアンバサダーとして同行し、留

ていく。派遣の際は、千葉大学の学

がら共同でプログラムをつくり上げ

援など、高校側の要望を取り入れな

発表のアドバイスを行う課題研究支

していきたいと考えています」

して、若者の未来に向けた夢を支援

培ってきた教育リソースをフル活用

してほしいと考えています。大学が

という高校に、ぜひ千葉大学を利用

大学と連携して探究活動を深めたい

「ＳＳＨやＳＧＨの指定校以外でも

の生徒が集まる状態だという。

に触れることで、世界に飛び出して

「本事業で高校時代から大学の研究

ＡＯ入試がスタートしている。

グラム修了生等に出願資格を与える

「次世代才能スキップアップ」プロ

学部に先駆けて園芸学部において、

せていくかも重要な課題。現在、他

大接続事業と入試制度をどう連携さ

いける力を養っていきたいと考えて

（工藤教授）

（野村教授）

◎高校への留学生派遣

をＰＲする機会にもなっています」

千葉県内外の高校と連携し
世界へ飛び出す力を養う

1949（昭和24）年設立。国際教養学部、文学部、
法政経学部、教育学部、理学部、工学部、園芸学
部、医学部、薬学部、看護学部の10学部を擁する国
立の総合大学。学部や研究科の壁を超えた融合型
教育・研究を推進。スーパーグローバル大学として、
国際教育・交流にも力を入れている。

千葉大学に在籍する留学生を高校

融合型教育・研究を推進する
10学部を擁する国立総合大学

います。そして、そうした力を持つ

千葉大学

一方で、学内の人的リソースやコ

こうした知的好奇心の原点になっています。

ＡＰ事業採択によって、高大接続

興味も広がっています。
「国際研究発表会」への参加が、

に派遣し、科学教育・文化交流を行

ン大学への留学を経験し、その他のASEANの国々への

高校生に千葉大学が選ばれるよう、

会」をサポートしています。1年次の夏には、タイ・マヒド

ストの確保という課題もある。今

養学部に進学。現在は、在学生の立場で「国際研究発表

の取り組みは拡大し、千葉県内だけ

りました。これがきっかけとなり、私は千葉大学の国際教

う「高校への留学生派遣」にも注目

の留学生がたくさんいることなどを知る絶好の機会にな

今後も教育力の向上と入試制度の整

千葉大学がスーパーグローバル大学であること、アジア

後、「基礎力養成講座」について

会」に計6回参加し、留学生の皆さんと交流をしました。

でなく、関東近郊の多くの高校と連

の結果を英語で発表しました。その後、
「国際研究発表

が集まる。

験。現地で出会った人々に日本の印象をアンケートし、そ

備を図っていきたいと思います」

これに先立ち、高校2年次の夏にオーストラリア留学を経

は、実験・実習の実費程度を負担し

留学生や先生に向けて、ポスター発表に挑戦しました。

携が取れるようになった。高校から

高校2年次に「国際研究発表会」に参加し、ASEANの

内容は留学生や高校生が英語で行

ASEANの留学生との交流を通じて
知的好奇心がアジアにも広がった

てもらうことも検討中だ。また、高

千葉県立千葉東高等学校

の注目度も高く、「基礎力養成講

長谷部 真桜さん

う研究・文化発表のほか、研究経験

国際教養学部
国際教養学科1年

座」は、広報をしなくても定員以上

profil E

のある留学生が高校生に英語による
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V O IC E 3
ST U D E N T ’S

高大接続

東京農工大学

Tokyo University of Agriculture and Technology

高校生の科学に対する
興味と関心を分断しない
高大接続の仕組みを構築
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東京農工大学では、2014年から「グローバル科学技術人材養成プログラム（IGSプログラム）」をス
タート。自立的に成長し、グローバルに活躍できる科学研究者・技術者を育成する高大接続のあり方
を開発し、実践・検証していくさまざまな取り組みを展開してきた。プログラム運営を通じて構築した
全国の高校との密接なネットワークを活用し、さらなる高大接続の可能性を模索している。

Tokyo University of Agriculture and Technology

も目立ちます。大学・大学院で自主
的に科学的課題研究に取り組み、社

国際的競争力のある研究を目指す
るか考え、ＩＧＳプログラムを設計

るために高校生の段階から何ができ

術者として活躍できる人材を育成す

自立的に成長できる
研究者・技術者を育成
東京農工大学では、ＡＰ事業の採択
しました」

会に出てからも自立した研究者・技

を受けた２０１４年から「グロー

用して運用する力」「科学的、論理

目指したのは、「知識、経験を応

バル科学技術人材養成プログラム
（ＩＧＳプログラム）」をスタート
した。ＩＧＳとは、

的、批判的に思考する力」の醸成。
そのため、高校時代に、大学の研

Introduction to

の略。大学入学を目
Global Science
指す高校生が抱いた自然科学に関す

究、社会の課題解決に実際に取り組
む機会をつくり、「気づき」を与え

る興味・関心を大学入試で分断され
ることのないよう、高校教育と大学

るプログラムを考えた。

教育院の藤井恒人教授はこう語る。

の構築をめざしている。グローバル

室）」。これは、夏季（１日）、冬

「ＩＧＳプログラム（高大連携教

プログラムの中心となるのは、

科学の社会的役割を認識し
その手法を実感する教室

教育のスムーズな接続を図るのが目
的だ。さらに、高校から大学、大学
院教育までつながる視野の広い科学

「高校の理科の授業では、実験や実

季（１泊２日）、春季（１泊２日）

研究者・技術者の人材養成システム

習の時間が十分に確保できていない

身につかないまま入学してくる学生

理解されるべき科学的リテラシーも

時間が足りず、実験・観察を通して

際に試行し、結果を論理的に考える

模の課題をテーマに、同世代の仲間

ネルギー問題、環境問題など地球規

のグループワーク」。食料問題、エ

り組むのが「地球の課題解決のため

参加した高校生たちが、最初に取

の年３回開催する高校２年生を対象

が多くなっています。また、高校で

と一緒に意見を出し合い、科学的な

のが実状です。生徒が興味・関心を

学んだ知識が、大学の専門的な研究

解決方法を模索する。グループワー

にした科学系の体験教室だ。

や実社会の課題解決にどのように結

クの最後には、自分たちの意見をま

抱いた事象に対して仮説を立て、実

びつくのかがイメージできない学生

自立的に成長し、
グローバルに
活躍できる科学研究者・技術者

先進的で高度な科学研究者・
技術者を育成する専門教育

実践的なグローバル意識
を醸成する科目

科学活動に
関する多面的
能力を評価

科学への興味・関心を拡
げる実験・実習
グローバルな視点を育て
る理系キャリア意識開発
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会にしてほしいですね」（藤井教

できるか……そんなことを考える機

決の方法は、どの大学や学部で研究

課題解決できるか。さらに、課題解

どう結びつくのか。結果としてどう

国語、社会の学習が世の中の課題と

「高校で学んだ数学、理科、英語、

ションも貴重な学びの機会となる。

ポイント。先輩とのコミュニケー

の農工大生や留学生が担当するのも

プワークのファシリテーターを現役

イクルも体験できる。また、グルー

過程でさらに課題が明らかになるサ

説明することの難しさを知り、その

ションに挑戦。自分の考えを他者に

とめて、参加者の前でプレゼンテー

ツールとした科学的な思考訓練や国

『 Science English
』の授業は、単
なる英語力の習得ではなく、英語を

「研究活動に国境はありません。

こう語る。

「 Science English
」を担当するグ
ローバル教育院の伊藤夏実准教授は

語が必須であることを学んでいく。

可欠であり、その共通言語として英

際的なコミュニケーション能力が不

学の研究にはグローバルな視点や国

ができる。高校生たちは、ここで大

課題解決に取り組む様子を知ること

て、科学者や技術者が国境を越えた

で 行 う 授 業 「 Science English
」や
大学で学ぶ留学生との交流を通じ

ＩＧＳプログラムでは、英語のみ

際的に通用するコミュニケーション
能力の基盤づくりが目的です。ま
た、指示を待つだけではなく、目標
に到達するために自分なりに工夫し
たり、限られた時間で有効な策を
練ったりする訓練を通して、その後
の大学生活でも役立つ力を身につけ
られるプログラム構成になっていま
さらに、大学の基礎実験科目で学

す」
ぶ物理、化学、生物、情報などの実
験・実習の時間を設け、高校の学習
内容が大学の研究の基礎になってい
ることに気づいてもらう機会も用意

どの全

項目について、４つの評価

課題意識」「新しい価値の創造」な

を整理したもので、「興味、関心、

指す科学研究者・技術者の人材要件

ている。これは、同大学が養成を目

評価指標に「ルーブリック」を用い

ＩＧＳプログラムでは、高校生の

独自のルーブリックや
ポートフォリオも開発

がっているという。

めて実感できた」といった声が上

学んだ知識が社会に役立つのだと初

定理や法則を導くことが体験でき、

暗記科目だと思っていたが、実験で

している。参加者からは、「理科は

大学レベルの理数系の実験に挑戦

基準を設定した。このうち、「指示

29

11

授）

IGSプログラム（高大連携教室）のグループワークの様子

高校の学習が、
将来、
大学、
社会に
どうつながるかをイメージしてもらう

留学生との交流を通して、国境
を越えたコミュニケーションの
重要性を体感する

ですが、今後は高・大での評価の目
線合わせに活用していきたいと考え
ています」（藤井教授）
さらに、高校生自身が高校と大学
での学びを接続できるように開発し
たのが、「科学技術人材ポートフォ
リオ」だ。参加者は、「ＩＧＳ高大
連携教室」だけでなく、高校の授業
で学んだこと、個人の課題研究の成
果、将来の目標なども記録できる。

めのキャリアプランニング入門」を

選択科目として「『理系学生』のた

大学教育に円滑に接続させるため、

初年次教育では、高校までの学びを

継がれる設計になっている。学部の

ＩＧＳプログラムは入学後も引き

ワークに取り組みました。印象に

ログラムに参加し、実験やグループ

了時の春に２泊３日の合宿形式のプ

知ったきっかけでした。高校２年終

けられたのが、ＩＧＳプログラムを

大学に興味があるなら……と声をか

「高校の理科の先生から、東京農工

高校時代にＩＧＳプログラムを経験

開講。高校、大学で学修する科学分

残っているのは、実験でＤＮＡ鑑定

このポートフォリオは今後、特別入

野の専門知識、思考方法が、社会に

に挑戦したこと。このとき指導をし

し、東京農工大学に入学した学生も

どう貢献できるのかをアクティブ

てくれた工学部生命工学科の先生の

試等で大学が受験生の多面的な能力

ラーニング形式で学ぶ。その延長で

アドバイスで、将来の進路選択の幅

増えてきた。工学部生命工学科２年

自身のキャリアプランを考え、逆に

が大きく広がりました」

を評価して選抜する際の応募資料と

順守行動」までが高校生の到達イ

学生時代に身につけておくべき能力

の中島深雪さんもそのひとりだ。

メージだ。これらの身につけてほし

を理解することを目指している。

ＡＰ事業採択から５年が経過し、

Ｓプログラムに参加し、東京農工大

学先を検討していた。しかし、ＩＧ

どを参考に、応用化学系を中心に進

あった中島さん。高校の進路指導な

もともと医薬品の開発に興味が

い力は、各授業の目標として示して
「ルーブリックは本学教員が作成し
た案を基に、本学教員と高校教員か
らなる『高大連携協議会』で形にし
ました。現在は本教室のみでの活用

生命工学科という理想の
進学先と出合えた

いる。

して活用することも想定している。

工学部生命工学科2年 中島深雪さん
埼玉県立浦和第一女子高等学校出身

高校との信頼関係が最も大切。
継続して育成するプログラムを
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留学生との交流や英語プレゼンに挑

えたのは大きな収穫でした。さらに

「生命工学という学びの分野と出合

広がったという。

知り、進学先を検討する際の視野が

味・関心のある研究テーマがあると

学の工学部生命工学科に自分の興

系に特化した高校に通っていたの

実験や発表に積極的に取り組む科学

ムすべてに参加しました。もともと

「高校２年次に、全３回のプログラ

テーターを勤めている。

「ＩＧＳ高大連携教室」のファシリ

て、東京農工大学に進学し、現在は

翼さんは、ＩＧＳプログラムを経

当にありがとうございました」

などが抜群に鍛えられています。本

協働性、情報収集力、文章を書く力

参加した生徒たちは科学的思考力、

ラムのリピーターになっています。

「本校の多くの生徒がＩＧＳプログ

続で一番大切なのは高校と大学の信

トワークも構築できました。高大接

本全国の高校の先生との密接なネッ

索したいと考えています。また、日

し、さらなる高大接続の可能性を模

います。大学側がこの成果を分析

る。

戦した経験は、大学のグローバルな

で、鍛えたスキルが大学でも通用す

ちもみんな流暢な英語を話している

やアフリカから来た留学生の先輩た

ループワーク。メンバーとして参加

やエネルギー問題をテーマにしたグ

印象に残っているのは、食料問題

Ｓプログラムの今後の展望をこう語

るようになった。藤井教授は、ＩＧ

らこんな感謝のコメントも寄せられ

ローバル教育院には、高校の教員か

ＩＧＳプログラムを担当するグ

せていきたいと考えています」

ログラム、教育制度の充実に発展さ

持つ生徒、学生を継続して育てるプ

なって、科学に対する興味、関心を

頼関係。互いの教員がいっしょに

続に関する多くのデータが集まって

「プログラム運営を通じて、高大接

環境を知る絶好の機会にもなりまし

る！という手応えを感じました」

高校側の期待に応え
プログラムを継続

た。ヨーロッパはもちろん、アジア

のに驚き、自分も頑張らなければ！

したグループは、プレゼン賞も受賞
した。そのとき、議論を見守ってく

とエンジンがかかりました」
中島さんは現在、工学部生命工学

れたファシリテーターの先輩学生と

1874年（明治7年）創基。農学部・工学部を擁する
理工系の国立大学。地球レベルの課題に挑む「理系
グローバルイノベーション人材」の育成を目標に掲
げ、国際競争力の高い研究に取り組んでいる。海外
留学支援、留学生の受け入れなど国際教育交流にも
積極的で、世界が認める「研究大学」をめざし、学部
生・修士・博士の各課程で先進的な教育改革を進め
ている。

話して、この大学は自分と雰囲気が

世界が認める「研究大学」へ

科で、創薬の基礎研究に取り組むた

合いそうだと確信したという。
「その影響もあり、東京農工大学に
入学できたら、自分もファシリテー

東京農工大学

めの幅広い知識修得に励んでいる。

ファシリテーターとして
学びの意味を再確認

ターをすると決めていました。いざ
やってみると自分の意見を極力おさ
えて高校生たちの考えを引き出す進
行役の難しさを実感しています。そ
れでも後輩にアドバイスをしなが
ら、自らも大学の学びや研究の意味
を再確認するいい機会になってい
ます。さまざまな活動に参加しなが
ら、自分も興味の幅をどんどん広げ
ていきたいと思っています」

31

農学部環境資源科学科１年の中島

農学部 環境資源科学科1年 中島翼さん
横浜市立横浜サイエンスフロンティア
高等学校出身

高大接続

愛媛大学
Ehime University

大学の教養科目の早期履修や
「課題研究」の指導を通して
大学での“深い学び”の基盤を醸成

32

大学の教養科目を受講した高校生に単位を付与する制度など３つの柱で高大接続を積極的に推進す
る愛媛大学。大学教員が直接指導をする授業や課題研究活動によって、参加生徒の学習意欲向上に
確かな成果が出てきている。高大接続プログラムは、大学での“深い学び”につながっているのか。実
際に高校時代、プログラムに参加した経験を持つ大学生に詳しく話を聞いた。

33

Ehime University

高大の教員が連携して
３つの柱で高校生を指導
①パイオニア・アドバンスト・

社会が求める汎用的能力を
高校生の時期から培う
愛媛大学のＡＰ事業採択に至る
プレイスメント（Ｐ─ＡＰ）
プログラム

年以上前の

取り組みは、今から
２００８年度から始まっていた。

課題発見・解決型学習を重視する高

の成績を収めれば、同大学の単位が

幅広い分野の教養科目を学び、所定

この取り組みは、高校生が大学入

大接続の取り組みが本格化。高校段

認定される制度。ほかの科目に興

学前から科目等履修生として大学で

階で学習意欲や基礎学力を高め、大

味・関心を広げたり、より高度な内

同年、農学部附属農業高校を愛媛

学での「深い学び」につなげるため

容を学んだりする架け橋となること

大学附属高校に改組したのを機に、

に、何ができるかを模索してきた。

組 み を 進 め 、「幅広い教養と深い理

置。以下に説明する３つの柱で取り

け、愛媛大学は高大接続推進室を設

ろ附属高校に加え、県内のＳＧＨ

容を先取りしたもので、現在のとこ

力の高い高校生向けに大学の教育内

Ｐ─ＡＰプログラムは、意欲と能

が期待されている。

解」「学び続ける意欲」「知の運用能

校、ＳＳＨ校にも対象を広げ、大学

＊３

数学ＩＲデータの往還

教育接続と
入試接続の連動

高大一貫教育で汎用的
能力を育てるICT教材の
開発

ルーブリック評価による
「課題研究」の高度化と
入試への活用

２０１４年度のＡＰ事業採択を受

力」などの養成に注力してきた。大

教員による数学と英語の授業を行っ

英語では、共通教育科目「ことば

が毎週同大学で授業を受けた。

開始。２０１８年度は３校の高校生

同大学の授業として「数学入門」を

いる。また、２０１６年度からは、

大学レベルの発展的な内容も扱って

囲に加え、集合やパラドクスなど、

活用」の授業を実施。高校の学習範

系クラスを対象に、「数学Ⅲ」「数学

まず数学では、附属高校３年生の理

ている。

学の取り組みを詳しく見ていこう。

愛媛大学のマスコットキャラクター
「えみか」

愛媛大学

FD＊1 、SD＊2 、
教育改革の実
績の積み重ね

パイオニア・アドバンス
ト・プレイスメント科目の
創設と二重単位の付与

10

附属高校

高大接続の
モデル
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2018年度 高大接続科目一覧

うアクティブラーニング形式の英語

界」は、大学のネイティブ教員が行

るようにしている。「ことばの世

ＧＨ校、ＳＳＨ校の生徒も受講でき

の世界」を附属高校だけでなく、Ｓ

基準に達すれば、高校・大学双方の

で受講することができる。成績判定

用意され、その中から１科目を選ん

経済学、化学など幅広い入門科目が

ル・アーツ」の授業を設置。法学や

②ルーブリックを開発し

単位を取得できる。
「課題研究」を高度化

～２月の放課後に全８回

の授業を２サイクル実施している。

の授業。
英検２級程度の英語力を有し、学校
大学入試での活用も

経済学入門

1

現代社会の食料・資源・環境問題
物理学入門

1

力学の歴史

化学入門

1

化学の視点で環境とエネルギーを考える
生物学入門

1

生命の分子機構

数学入門

1

数理論理学、集合論

ことばの世界

1

現代英語に見る多様な言語表現と
その理解及び習熟

して、課題研究評価のための愛媛大

愛媛大学では、附属高校の生徒を

観光という現象から地域を見る

なる。こちらも正規科目の位置付けで

1

対象に、大学教員による「課題研

政策科学入門

あるため、単位認定が受けられる。

社会を豊かにする経済・金融の仕組み

究」の指導を実施。２０１５年度か

1

さらに、附属高校の３年生向けに

政策科学入門

らは、研究内容のさらなる高度化を

薬学入門

は、愛媛大学に通って大学生ととも

1

目指して、大学と高校の教員が協働

生活科学入門

に共通教育科目を受講する「リベラ

長の推薦を受けた２年生以上が対象と

10

単位

学版ルーブリックを作成し、活用を
始めている。学内では、この経験を
活かし、大学入試での多面的・総合
的な評価のためのツールとしても、
ルーブリックを活用することを検討
している。
③高大一貫教育で
汎用的能力を育てる
ＩＣＴ教材の開発
愛媛大学は、共通教育科目「日本
語リテラシー」で用いている学習支
援 ツ ー ル 「 Moodle
」を基に、高校
生向けのｅラーニング教材を附属高
校の教員と連携して開発。これを活
用して、附属高校の２年生を対象に
タブレットを使ったＩＣＴ学習を進

めている。

「課題研究」で柑橘類の
病原菌の新種を発見！

だったので、受験勉強の向こうに果

りました。もともと生物学が好き

授業を受けて、志望度が大きく高ま

意識していましたが、生物学入門の

「もともと愛媛大学の農学部進学を

入門」を履修した。

る「リベラルアーツ」で、「生物学

３年次には、共通教育科目を受講す

マにした実験を経験。その後、高校

参加し、クリーンエネルギーをテー

学部が実施する「基礎科学実験」に

を受講してきた。高校１年次に、工

は、附属高校で高大接続プログラム

産学科に入学した宮内馨一朗さん

２０１８年４月に、農学部食料生

農学部食料生産学科１年 宮内馨一朗さん
国立愛媛大学附属高等学校出身

てしなく広がる専門的な世界を見
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授業題目
授業科目名

意欲と能力の高い高校生向けに
大学の教育を先取りして提供

高大接続プログラムの共通教育科目
「ことばの世界」の授業の様子

ト学科で学ぶ岡本奈緒子さんも愛媛

大学附属高校で、高大接続プログラ

ムを受け、愛媛大学への進学を決め

た。前出の宮内さんが理系だったの

に対し、岡本さんは文系。言語系の

授業体験が印象に残っているとい

う。まず、高校２年次に受講したの

の新種を発見しました。実験は細か

ツ黒点病と関連する可能性のある菌

「遺伝子解析の結果、なんとカンキ

た。大学の先進的な学びの手法を理

できたのは、貴重な経験になりまし

「オンラインの課題提出を入学前に

学 習 支 援 ツ ー ル 「 Moodle
」を用い
て課題の提出を行った。

が、「日本語リテラシー」の授業。

い作業の繰り返しでしたが、成果が

解できたことで、入学後も落ち着い
て授業をスタートできました」

業に『もっと詳しく知りたい』とい

南米の植物の考察。謎が謎を呼ぶ授

は、数年に一度しか花を咲かせない

んです。授業で印象に残っているの

て、絶対にここで学びたいと思った

についたと思います。農学部では、

的に授業に参加する意識が自然に身

ションが上がります。入学後も積極

参加したことで、学びのモチベー

「やはり高校時代から授業や実験に

と農学部入学を実現した。

で課題研究の成果をアピール。みご

テーションに挑戦。ネイティブらし

語を使ったロールプレイやプレゼン

リーの授業でした。ここで私は、英

るグループワーク中心の英語オン

「大学のネイティブの先生が担当す

業を体験した。

で、大学らしい主体的に学び取る授

同じく高校２年次に、岡本さん

う気持ちがうずきましたね」

植物病理学の知識をさらに深めて、

い言い回しなどを細かく学ぶことが

は、「ことばの世界」も受講。定員

宮内さんはその後の「課題研究」

地元の農業を支えられるような研究

これを機に愛媛大学農学部受験を

で、志望する農学部の先生の指導を

成果を上げたいです」

社会共創学部地域資源マネジメン

名という少人数制の英語の授業

受ける機会を得る。通ったのは「植
点病」という柑橘類の病気をテーマ
に、遺伝子解析などにも挑戦し、ど
んな菌が影響を与えているのかを詳
しく調べた。

フィールドワークで
学びのテーマが明確に

物病理学」の研究室。「カンキツ黒

決めた宮内さんは、推薦入試の面接

とができました」

出たことで、大きな達成感を得るこ

入学後はトライアスロン部に所属。
在学中にアイアンマンレースに出
場するのが目標だ

いに刺激を受けましたね」

でしたが、上には上がいる……と大

は帰国子女の子も。英語は得意科目

Ｈ校の生徒も参加していて、なかに

できました。この授業は県内のＳＧ

30

「ホームグラウンドのような
気持ちで入試に臨めた」
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受けることに。テーマは、「地域活

究」で社会共創学部の先生の指導を

続いて、高校３年次には「課題研

ピールができました」

の面接でも緊張することなく自己ア

見知りになることができ、推薦入試

電気電子工学コース

コンピュータ科学コース
応用情報工学コース
材料デザイン工学コース
化学・生命科学コース
社会基盤工学コース
社会デザインコース

性化」。地元・松山の「道後温泉」

情報工学科
環境建設工学科

知能システム学コース

成果を検証し、さらに
効果的な取り組みを模索

生物学コース
地学コース

応用化学科

の観光資源をどう活用すべきかにつ

く。さらに、附属高校との高大接続

37

化学コース

機能材料工学科

いてフィールドワークを行った。

の成果をより多くの高校との連携に

地球科学科

物理学コース

工学科
機械工学コース

今後は、入学者アンケートや追跡

フィールドワークの方法、観察眼、

つなげていく必要もある。高大接続

生物学科

機械工学科
電気電子工学科

扌

化学科

扌

物理学科

工学部
理学科
数学・
数理情報コース

調査を行い、一連の取り組みが大学

課題解決の手順などを細かくアドバ

の連携を愛媛県内、そして全国の高

数学科

「まちづくりや都市計画を専門とす

イスしてもらい、大学の研究はレベ

校へと広げ、入試制度の改革、入学

理学部

る先生の指導を受け、研究室の先輩

ルが違うことを実感しました」

者のレベルアップにつなげていくの

刻々と変化する産業構造や地域産業のニーズに対
応し、時代のニーズに合った理工系人材を育成する
ため、平成31年４月に理学部・工学部を改組します。
理学部は、現在の５学科体制から、分野横断機能と
キャリア形成機能を強化した１学科５コースによる
教育体制に、また工学部は、６学科体制から、工学
基礎教育を重視した幅広い知識が習得できる柔軟
性のあるカリキュラム設計が可能となる１学科９コー
ス体制に改組します。

での学びの高度化に結びついている

「課題研究」によって、大学入学後

が今後の目標。愛媛大学の挑戦はま

平成31年4月に理学部・工学部が改組

学生と一緒に道後温泉の方に向けた

の学びのテーマが明確になった岡本

INFORMATION

のか、成果と課題を明らかにしてい

さん。高大接続プログラムによっ

だまだ続く。

岡本さんが参加した道後温泉でのプレゼンテー
ションの様子

プレゼンテーションも行いました。

て、社会共創学部への進学を迷いな

く決めることができた。

「『課題研究』の期間は、週１で愛

媛大学に通っていたので、先生と顔

社会共創学部 地域資源マネジメント学科１年
岡本奈緒子さん
国立愛媛大学附属高等学校出身

愛媛大学
2019年に開学70周年を迎える
「地域とともに輝く大学」
1949（昭和24）年創立。法文学部、教育学部、社
会共創学部、理学部、医学部、工学部、農学部の7
学部と大学院6研究科を擁する国立の総合大学。
2019年に開学70周年を迎えるにあたり、
「学生中
心の大学」
「地域とともに輝く大学」
「世界とつながる
大学」を目標にさらなる教育改革を推進している。

高大接続

三重県立看護大学

Mie Prefectural College of Nursing

地域医療の人材確保のため
看護職への理解を深める
多彩な取り組みを実施

38

三重県の看護教育・研究拠点として、1997年に県内初の看護系大学として開学した三重県立看護大
学。これまでに1,700名以上の看護師を輩出してきた同大学では、高校生や保護者、高校教員に看護
職への理解を深めてもらうことで入学後のミスマッチを防ぐための取り組みを行ってきた。
「高校生の
ための看護職キャリアデザイン講座」
「高校生のためのオープンクラス」など、さまざまなプログラム
を提供し、地域の医療機関への人材供給という使命を果たすための挑戦を続けている。
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Mie Prefectural College of Nursing

アコミュニケーションセンター長の
小池敦教授はこう語る。

看護学部の単科大学である三重県
デザイン講座』を実施していまし

る『高校生のための看護職キャリア

から、県内高校での出前授業にあた

「もともと本学では、２０１０年頃

立看護大学は、１９９７年の開学以
た。２０１４年のＡＰ事業採択を受

入学後のミスマッチ解消と
県内就職率の向上が課題

来、優秀な看護職者を県内医療機関
け、自己の適性を見極めた上で進路
選択をサポートする事業や専任ス

に輩出するという現代の地域社会に
ただ、看護職をめざすはっきりとし

タッフによる入学準備教育にも取り

おいて重要な使命を果たしてきた。
た意志のある人材を確保するために

組むことができるようになり、看護
職への理解を深めてから入学しても

いくつかの課題を抱えていた。
ひとつは、看護職への理解が不十

らえる体制が整ってまいりました」

生物を基礎科目しか学ばずに入学す

らに、現行の学習指導要領で化学と

身の学生を増やす必要もあった。さ

県内就職率を高めるために、県内出

大学に入学した学生を地域の医療機

プログラム」。高大接続はもちろん、

健医療を支える未来の看護職者育成

立看護大学が掲げたのが、
「三重の保

ＡＰ事業の申請にあたり、三重県

三重の保健医療を支える
未来の看護職者を育成する

分なまま、保護者や高校教員にすす
められて入学し、自己の職業適性に
疑問を抱き、休退学に至る学生が毎

る学生が増えたことも看護学を本当

関とつなぐ「大社接続」も視野に入

● 求める人材の明確化
● 教育体制の充実

● 看護職への理解
● 高校生本人の志望・適性に応じた進路指導
● 高校生の進路志望の傾向などの情報提供
● 本学が入学者に求める学力や人材への理解

● キャリア形成に
対する意識の向上

● 地域の保健医療
を支える質の高い
看護職者
● 継続したスキル
アップへの取組
● 明確な目的意識
をもった学修

● 本学での円滑な
学修開始に備えた
準備学習
● 看護職者としての
将来像の明確化

● 看護職への理解
● 自身の適性判断
● 看護職を選択する意志の確立
● 大学レベルの講義の受講
による大学での学修に
備えた学力の獲得

年一定数いたこと。また、卒業生の

に理解する過程において課題となっ

れ、多様な取り組みを行っている。

業」を行う。その後、８月に大学

教員が県内の高校を訪れ、「出前授

ず、６月から７月にかけて、大学の

護職キャリアデザイン講座」。ま

夏にかけて行う「高校生のための看

その導入となるのが、毎年春から

キャリアデザイン講座

◎高校生のための看護職

ていた。ＡＰ事業を担当するメディ

メディアコミュニケーション
センター長の小池敦教授
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育った場所が高齢者の方とつながりが深い地域なので、

一日みかんだい生のキャリアデザインワークショップの様子

看護の分野を学んで地元社会に貢献したいと思ったの

生」を実施。「出前授業」に参加し

キャンパス内で「一日みかんだい

で、自身の適性やキャリアアップに

ついて意見を出し合い考えること

護職に求められるものとは』などに

が、看護師をめざしたきっかけです。三重県立看護大学

のプログラムを知ったのは、高校の先生にすすめられた

から。まず、高校1年次に「高校生のためのオープンクラ

ス」に参加して、
「老年看護学」の授業を受けました。認

知症のケアなどについて学び、もっといろいろ知りたい！

と興味を引かれたのをよく覚えています。その後、
「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交

流会」に参加し、三重県内の医療機関の方と直接話せた

のも貴重な経験になりました。県内の病院の新人教育や

サポート制度などを知ることもでき、漠然とした不安が

消えて、大学で看護学を学び、県内の医療機関で働く具

体的なイメージができるようになりました。

授業は、教養・基礎科目だけでな

できるプログラムだ。

大学生と一緒に授業を受けることが

て、大学の授業を公開し、高校生が

クラス」。高校の夏休みを利用し

るのが、「高校生のためのオープン

ことを実感してもらうために実施す

た上で、大学で看護学を学ぶという

その後、看護職への理解が深まっ

◎高校生のためのオープンクラス

ます」（小池教授）

ついて見つめ直す機会を提供してい

て看護職についてもっと知りたいと
感じた高校生を対象に看護職者から
の講義やワークショップに参加して
もらうという流れだ。
「もともと看護師は国家資格である
ため、看護職を理解する前に、『資
格さえあれば』とこの道をめざして
しまう高校生が毎年少なからずいま
した。そこで、『一日みかんだい
生』では、現役の看護職者を招き、
看護職のハードな仕事内容や取り巻
く環境の厳しさについても説明する
ほか、高校生同士のグループで『看

く、看護の専門科目も含まれる。授

業内容の難しさを知ることはもちろ

ん、大学ならではの授業の進め方や

看護学を学ぶ学生の様子を体感する

ことで、大学で看護師をめざすと

は、どういうことかを高校生に事前

に知ってもらうのが狙いだ。

◎看護職キャリアデザイン

サポート講座

さらに、７月のオープンキャンパ

スと８月の「一日みかんだい生」に

参加する生徒に同行した保護者や高

校教員を対象に、看護師の仕事内

容、求められる資質などを説明する

「看護職キャリアデザインサポート

講座」を実施。看護職や三重県内の
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profil E

看護学部
看護学科1年

刀根 叶さん

三重県立松阪高等学校出身

看護学を学び、県内医療機関で 働く
具体的なイメージができるように

看護職のハードな仕事内容や
取り巻く環境の厳しさも説明

高大接続から
「大社接続」
へとつなげる9の主な取組
事業名

対象

高校生

高校生のための
オープンクラス

高校生

高校生を対象に大学の授業を公開し、大学生と
一緒に90分の授業を受講。看護学部の授業内容
を知ることで、
進路選択の参考にしてもらう。

看護職キャリアデザイン
サポート講座（7月・8月）

保護者、
高校教員

保護者や高校教員に、大学進学をとりまく社会の
状況や、
看護職や県内の保健医療の現状を説明。

県内高校・
県教育関係者との
意見交換会
（8〜9月）

高校教員

年1回以上、県の教育行政担当と学長の意見交
換会、県内進学指導ネットワーク会議構成校12
校の進路指導担当者と連絡調整会議を開催。

三重の保健医療を支える
未来の看護職者育成プ
ログラム交流会
（12月）

推薦入試
合格者、
保護者

推薦入試の合格者と保護者が対象。県内の医療
機関関係者による医療施設紹介や、関係者と高
校生・保護者による個別相談を実施。

入学準備教育
（12〜3月）

推薦入試
合格者

推薦入試合格者を対象に、看護学を学ぶ上で基
礎となる化学と生物の2科目について、独自のテ
キストとインターネットを活用した入学前準備学
習を実施。

FD・SD研修

大学教員

高大連携や入試改革に関する教職員の意識の共
有を図るために、
年1〜2回実施。

高校生のための看護職
キャリアデザイン講座
①出前授業
（6〜7月）
②一日みかんだい生
（8月）

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
交流会の様子

保健医療を取り巻く最新の情報を包

み隠さずに伝え、生徒たちの進路選

択時に適切なサポートができるよう

にアドバイスをする取り組みも行っ

ている。

「入学後の不適合を防ぐには、進路

さらに、県内の医療機関で働く同

選択に影響力のある保護者や高校の

とが大切です。両者との関係を深め

大学の卒業生から、入学までの過ご

先生にも看護職を理解してもらうこ

ることは、県内出身学生を増やすた

し方や大学生活、進路選択について

話をしてもらう機会も設けている。

◎入学準備教育

これに加え、入学に向けた学力向

めにも重要です」（小池教授）

さまざまな取り組みによって、疑

問や不安を取り除いた看護職志望の

生徒に対して、入学前のサポートも

上のサポートにも力を入れている。

準備教育」。推薦入試合格者に向け

行っている。

看護職者育成プログラム交流会

て、看護学を学ぶ上で必ず必要にな

12

月～３月まで行う「入学

そのひとつが、「地域推薦入試」

る化学と生物学について、テキスト

それが、

の合格者とその保護者を対象にした

と動画を作成し、インターネットで

◎三重の保健医療を支える未来の

月に行う「三重の保健医療を

配信している。これを計２回のス

毎年

支える未来の看護職者育成プログラ

クーリングと課題提出を組み合わせ

に実施した新入生の基礎学力調査で

ム交流会」だ。

は、推薦入試による入学者は、化学

て実施している。

の生徒が毎年、推薦入試で合格して

では他の入学者と同程度、生物学で

三重県立看護大学では、県内の高

おり、大学卒業後、県内の医療機関

こうした取り組みによって、４月

への就職が期待されている。そこ

は他の入学者より得点が高いという

人

で、医療機関の担当者から三重県内

結果が出ており、「入学準備教育」

校や医療機関から推薦された約

の保健医療・看護の現状について説

の成果が具体的に表れている。

さらに、「出前授業」などで頻繁

明してもらい、個別相談にも対応し

てもらっている。

30

12

詳細

①「出前授業」
は、同大学教員が県内の高校を訪
れ、看護職の仕事内容や取り巻く環境について
講義。2018年度は県内24校で実施し、687人
が参加。
②「一日みかんだい生」
は、高校生が大学を訪れ、
現役の看護師等による講義やワークショップなど
を受ける。
2018年度は2日間で112人が参加。

三重県立看護大学のマスコッ
トキャラクターみかんちゃん

看護職の実状を踏まえた
高校での進路指導
42
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に高校を訪ねるようになったこと

小池教授は、積み上げてきた高大

で、休退学者は出ていないという。

43

で、地元高校との強い信頼関係も構

ポートします。
看護職をめざす高校生と一緒に、将来像を描いてみ
てください。

接続の取り組みを地域社会ともつな

み かん だい

三 看 大 学生スタッフが、高校生の皆さんを一日サ

築されたという。

申込み
４月以降、ホームページにてご案内します。

げていきたいと考えている。

内容
三重の保健医療について、看護職者としてのキャリ
ア形成についての講義、現役の看護職者からの講
義、学生体験談、キャリアデザインワークショップ

「高大接続プログラムに参加いただ

場所
三重県立看護大学

「三重県立看護大学のミッション

日時
2019年8月8日（木）、9日（金）
10：15～16：00

いたことで、高校の先生方が看護職

2019年度 高校生のための
看護職キャリアデザイン講座
「一日みかんだい生」

は、地域医療に貢献したいという看

INFORMATION

の実状を踏まえたうえで、具体的な

入学したことで、不安なく学ぶことができています。

護職者をしっかりと育成し、三重県

前にキャンパスや授業内容、先生の雰囲気を知ってから

内の医療機関に送り出すことです。

の命を支える看護学は、簡単ではありません。ただ、事

進路指導をしてくれるようになった

学と生物学の基礎を学べたのは、自信になりました。人

と感じています」（小池教授）

で不安がありました。そのため、
「入学準備教育」で、化

今回のＡＰ事業で培った『高大接

その後、推薦入試に合格し入学が決まったものの学力面

続』のノウハウを活かして、大学と

張らないと！」と勉強のモチベーションが上がりました。

地域の医療機関を結ぶ『大社接続』

ケーション力。この分野に苦手意識があった私は、
「頑

高校・大学・社会をつなぐ
人材育成のモデルを構築

のは、度胸や忍耐力ではなく、信頼関係を築くコミュニ

も進めていきたい。看護職者の育成

いないことに気づきました。現在の看護職に不可欠な

ＡＰ事業の確かな成果として、進

い生」に参加して、実は看護の現場のことを理解できて

は、全国の地域社会の課題です。高

る資質はわかっているつもりでしたが、
「一日みかんだ

路選択時のミスマッチの減少が挙げ

持ちました。家で母を見ていたので、看護師に求められ

校・大学・社会をつなぐ人材育成の

看護師をしている母の影響で、看護大学進学に興味を

られる。特に、事業がスタートした

入学準備教育で 化学と生物学の
基礎を学べたのは自信になった

モデルをパッケージ化し、全国に発

三重県立松阪高等学校出身

２０１４年以降、『一日みかんだい

川岸 愛さん

信するのが今後の目標です」

看護学部
看護学科1年

生』に参加した上で入学した学生

profil E

三重県立看護大学
三重県内の医療機関と連携して
地域に貢献する看護職者を育成
1997（平成9）年設立。三重県内初の看護系単科大
学で、看護学部看護学科、大学院看護学研究科で
構成される。卒業と同時に看護師、保健師、助産師
（選択）の3つの国家試験受験資格が取得できる。
優秀な看護職者を三重県内の医療機関に輩出する
という地域における重要な使命を果たしている。

高大接続

杏林大学
Kyorin University

日英中トライリンガルを
育成する国際教育の機会を
高校生にも積極的に開放

44

「日英中トライリンガル育成のための高大接続」でAP事業の採択を受けた杏林大学では、グローバル
人材育成に積極的に取り組む高校との連携を深め、
「アドバンストプレイスメント」、
「日英中トライリ
ンガルキャンプ」など、高校生に多様な学びの機会を提供している。また、高大接続事業で連携する高
校と大学教職員の意見交換の場として、
「杏林APラウンドテーブル」も定期的に実施している。
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Kyorin University

高校生も気軽に参加できる
グローバル教育の場を提供
杏林大学では、２０１４年度のＡ
Ｐ事業採択を受け、「日英中トライ
リンガル育成のための高大接続」に
これは、「グローバル人材育成」

取り組んできた。
という教育目標を共有する高等学校
と教育内容、教育方法、教育成果な
どの発展的な連携を推進することを
目的としている。
これに先立つ２０１２年度にも文
部科学省「グローバル人材育成推進
事業」の採択を受け、「世界で活躍
するスマートでタフな日中英トライ
リンガル人材の育成」に取り組んで
きた杏林大学。日本語・英語・中国
語の３か国語を駆使して、「責任あ
る仕事を推進できるレベルの語学
力」の獲得を目標に、英語・中国語
の実践的教育プログラムを独自に開
発し、ネイティブ教員による少人数
制の指導を行ってきた。
今回のＡＰ事業採択は、これまで

大学の教育資源を活かし
多様な「接続」を展開

英中トライリンガルキャンプ」を毎

の在学生、留学生らが参加する「日

提携高校の１・２年生、杏林大学

高校生

施した１泊２日の同キャンプには、

的としている。２０１８年３月に実

もに、異文化理解を深めることを目

名、杏林大学在学生７名、

年実施。英語圏留学経験者、中国か

環境を生かして、高校生にグローバ

たもの。大学ならではの高度な教育

られている。高校生が参加できるプ

極的に取り組む高校と連携して進め

Ｈ指定校やグローバル人材育成に積

クティビティを行い、英語・中国語

によるプレゼンテーションなどのア

ターとの協働により、英語と中国語

らの留学生らが組織するピアチュー

が行われた。

で、より活発なコミュニケーション

ティブスピーカーが参加したこと

留学生３名が参加。年齢の近いネイ

杏林大学の高大接続事業は、ＳＧ

ル意識を涵養し、語学力向上や異文

ログラムを紹介していこう。

を学ぶことの重要性を認識するとと

のグローバル教育の蓄積が評価され

化理解を促すさまざまな取り組みが

◎日英中トライリンガルキャンプ

ほかにも、英語キャンプや中国語

行われている。

30
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数のプログラムが実施された。

テスト、中国語カラオケ大会など多

研修、英語プレゼンテーションコン

もらうことが狙いだ。ユニークなの

ら大学の学びに触れ、意欲を高めて

（ＡＰ）」を実施。高校生のうちか

る「アドバンストプレイスメント

ントによる大学間単位互換協定」を
締結し、ＡＰで取得した単位を協定
大学ならどこでも認定してもらえる
環境を整えた。この制度の構築に尽
力してきたポール・スノードン国際
交流センター長はこう語る。
「２０１８年度は、夏季集中講義な

しました。それまで大学の授業など想像もつかず、漠然

とした不安を抱えていたので、試しに受けてみようという

感覚で参加しました。

高校3年次の前期には、外国語学部の金田一秀穂先生

が担当する「言葉と社会」という授業を履修。
「正解はな

い」という多様な考え方を学ぶ大学の授業スタイルに衝

撃を受けました。また、テレビでも活躍する先生が目の

前で授業をしていることにも感動しました。

実際のキャンパスで、実際の在学生と一緒に学べるチャ

ンスは、なかなかないと思います。入学後のギャップをな

くすためにも本当の大学の姿を知るこうした機会を多く

の人に知ってほしいと思います。

名の高校生がＡＰを受

語の指導を受けられる「ライティン

の一環として、高校生が英語・中国

用するこのセンターでは、ＡＰ事業

心に毎年４００人以上の在学生が利

できる。課題添削や留学希望者を中

文章作成の添削指導を受けることが

や学生ピアチューターから外国語の

ター」がある。ここでは、特任講師

点のひとつに「ライティングセン

杏林大学のグローバル教育の拠

◎ライティングセンター

どの導入も考えたい」

履修できるようにオンライン授業な

ていきたい。また、遠方の高校生も

今後は、協定校の拡大にも力を入れ

講し、１２３単位を認定しました。

ども含め、

日英中トライリンガルキャンプの様子

◎アドバンストプレイスメント

杏林大学の「アドバンストプレイスメント（AP）」に応募

価大学と「アドバンストプレイスメ

は、杏林大学への入学を志望する高

実際のキャンパスで在学生と
一緒に学べる貴重なチャンス

２０１７年度から大学の正規科目

渡邉 悠生さん

校生だけが対象ではないこと。桜美

私立大成高等学校出身

で高校生の履修を受け入れ、修了し

外国語学部
英語学科1年

林大学、共愛学園前橋国際大学、創

profil E

た場合、入学後にその単位を認定す

ポール・スノードン
国際交流センター長

高校2年次の夏休み後に、担任の先生にすすめられて、

99

グセミナー」を実施している。参加
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実践的教育プログラムを展開し
日英中トライリンガルを育成

（主体性、多様性、協働性、課題発

見・解決力）を高校時代に力を入

れた経験に照らし合わせて評価す

る。さらに言語運用能力も独自に設

定した能力指標を基準に、５段階で

自己評価させる。２０１８年度・

２０１９年度には、このルーブリッ

クを外国語学部のＡＯ入試の選考で
も活用した。

て、英検対策の指導などもしていま

また、高校の先生の意見を反映し

してもらい、添削指導を行います。

を想定した英作文の課題などに挑戦

「ライティングセミナーでは、入試

２０１８年度には、

１回には４校だった参加高校は、

ている。２０１４年度に実施した第

どについて話し合う場を年３回設け

の教育目標、教育内容、教育方法な

高校と大学の教職員が集まり、互い

グローバル人材育成に力を入れる

◎杏林ＡＰラウンドテーブル

す。指導を担当する学生ピアチュー

校に増加。連
ターのほとんどは、高い語学力に加

ライティングセンターの
ジェイソン・サマービル特任講師

え、留学経験もあるので、自分の体

かがえる。

携する高校からの注目度の高さがう

指導担当教員らが参加。グローバル

高校からは、校長、副校長、進路
す」

教育に関する情報共有に加え、入試

方式や連携プログラムへの要望も多

大学の学びを体感し、将来の留学や

な指導・アドバイスを受けながら、

長したのかを評価するためのルーブ

取り組みで、高校生がどのように成

杏林大学では、ＡＰ事業の一連の

修にも役立てている。

ＦＤ／ＳＤ」など、大学教職員の研

で得た知見を「高校と大学をつなぐ

師）

国際交流に向けたモチベーションを

リックを作成。これは、学力の３要

者は、特任講師やピアチューターか

高めることができる。また、「同時

素のひとつである「主体性を持ち多

数寄せられる。杏林大学では、ここ

通訳ブース」など、高校にはなかな

様な人々と協働し学習する態度」を

◎ルーブリックの入試での利用

かない言語習得のための特別な施設

評価するもの。自らの多面的能力

杏林大学では、母語である日本語

言語や文化の差異を超え
共に学ぶ場を提供したい
を体験することもできる。

ら直接ライティングに関する具体的

（ジェイソン・サマービル特任講

方などを高校生にアドバイスできま

験から留学の意義や現地での学び
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アドバンストプレイスメントを
夏季集中科目でも高校生に提供

48

ST U D E N T ’S

V O IC E 2
に加え、英語・中国語を操るトライ
し、継続していく。協定大学をさ

49

日英中トライリンガルキャンプ

らに増やし、高校生にとってより魅

3月

リンガルになることが、グローバル

11月 杏林APラウンドテーブル
ライティングセミナー（高校生向け）

力的な環境を模索していく。例え

10月 プレゼンコンテスト（英語・中国語）

社会でより多くの人とコミュニケー

夏季集中 アドバンストプレイスメント
英語キャンプ、中国語研修
大学教養レベル集中講座

ば、学期中の継続的な受講が難しい

8月

ションをする上でいかに有益である

グローバルAPセミナー

生徒を対象に、夏季・春季の休暇を

7月

かという大学のグローバル人材育成

ライティングセミナー（高校向け）

利用した集中科目を設置し、受講の

6月

の共通認識を高校生に普及し、グ

5月	杏林APラウンドテーブル と
高校と大学をつなぐFD/SD

可能性を広げていくことも検討して

高大接続イベント予定（2019年度）

いる。

INFORMATION

ローバル人材になる志を持った若者

ら、自分自身も多くのことを学んでいます。
（岡林さん）

の成長を促進してきた。「日英中

英語を高校生に身につけてもらうために試行錯誤しなが

「日本の大学は、もっと世界に、地

アで自分が学んだスタイルでもあります。本当に使える

トライリンガルキャンプ」や「ライ

えてもらうこと」を重視しています。これは、オーストラリ

域に開かれていくべきです。大学

で生活していました。英文を添削する際は、
「自分で考

ティングセンター」での活動を継続

私は、小学校4年生から中学2年生まで、オーストラリア

生、留学生、高校生、さらには地域

で学ぶことの楽しさを伝えています。
（荻原さん）

し、今後も高校生が学校や学年の枠

は、参加している高校生の英作文を添削しながら、海外

（ポール・スノードン国際交流セン

を使って学んだ経験があります。ライティングセミナーで

ター長）

時代をアメリカで過ごし、その後、ノルウェーでも英語

の人たちが言語や文化の差異を超え

ングセミナーのサポートを担当しています。私は小学校

を超えて、英語・中国語・日本語の

ライティングセンターのピアチューターとして、ライティ

て共に学ぶ場になることが、杏林大

ピアチューターの活動を通して
自分たちも成長しています！

重要性を実体験する機会を提供して

岡林 平さん（右）

学の使命だと考えています」

外国語学部 観光交流文化学科1年

いく。

荻原 麻由さん（左）

また、「アドバンストプレイスメ

外国語学部 英語学科4年

ント」も単位互換協定をさらに拡大

profil E

杏林大学
医療系、グローバル系を含む
4学部で先進的な教育を展開
1966（昭和41）年創立。医学部、保健学部、総合政
策学部、外国語学部の4学部を擁する。創立50周年
を迎えた2016年度に、三鷹キャンパス近くに新設
した井の頭キャンパスに、八王子キャンパスにあっ
たすべての学部・大学院を移転。医療、看護、グロー
バルと時代のニーズに応える先進的な教育を展開し
ている。

