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2017（平成 29）年 9 月 9 日（土）
千葉工業大学 新習志野校舎

第 34 回 関東地区大学教育研究会
【日時】
日時】
会場】
【会場
】

2017
2017 年 9 月 9 日（土）１３時３０分
日（土）１３時３０分より
３０分より
千葉工業大学新習志野
大学新習志野校舎
千葉工業
大学新習志野
校舎＜JR 京葉線「新習志野」駅下車徒歩 5 分：詳細は裏面参照＞

【参加費】
参加費】 1,000 円 【懇親会費】
懇親会費】 ４,０00 円
＊非会員の方もご参加いただけます。

＜8 号館 1 階 8104 教室＞
教室＞
13：
13：30 ～ 13：
13：50 総会
14：00 ～ 14：
14：50 自由研究発表
13：
13：00

～

受付

① 学生がともに学ぶ質問所〜大学教育の新たな形を見つめて〜
山下 貴弘（立命館大学卒業生）
② ユニバーサル化時代の大学におけるオープンキャンパスの役割
小島 理絵（日本私立大学協会）

14:50 – 15:30 の時間で開催校の施設見学会を実施します。
森下 進一（千葉工業大学 新習志野校舎 学生部長）
15：
15：30 ～ 17：
17：30 シンポジウム

「大学教育と障がい学生支援」 ユニバーサル化する大学の

－

文科省の「障害のある学生の修学支援に関する検討会」は 2016 年４月にスタートし、2017 年
4 月に、「第二次まとめ」が公表された。2012 年に開かれていた「障害のある学生の修学支援
に関する検討会」での「第一次まとめ」や、その後の 2016 年 4 月に「障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律」の施行によって、大学教育においても、障がいを理由とする不当な
差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が不可欠になっています。大学教育を含む学校教育に
おける障がいを持つ学生への支援は、学内の教職員に限らず地域社会や医療機関との連携や協
力体制が不可欠であり、様々な観点からの議論と対応が求められています。こうした学外の各
種機関との連携・協力は、これまでの大学内支援部局の教職員だけでは難しい場合が多く、教
職員全体への SD 活動が求められています。
今回の研究会では、
そうした幅広い立場や視点から、
障がいを持つ学生への支援を議論する場にしたいと考えています。
「発達障害のある大学生支援プログラム － ガクプロの取り組み」
藤 恭子（株式会社 Kaien）
「目白大学岩槻キャンパスの学習支援プロジェクトの試みに」
奈良 雅之（目白大学）
開催校コメンテーター 森下 進一（千葉工業大学 新習志野校舎 学生部長）
ゲストコメンテーター 丹野 由紀、青山 美千子（メンタルサポート研究所 心理カウンセラー）
モデレーター 出光 直樹（横浜市立大学）、谷合 哲行（千葉工業大学）

18：
18：00 ～ 19：
19：30 懇親会（千葉ビール園）
（千葉ビール園）
【参加申込】9 月 8 日(金)までに、千葉工業大学 谷合 哲行 drtaniai@mx3.ttcn.ne.jp までメールにて
お申込み下さい。その際、件名に【関東地区大学教育研究会】と明記のうえ、本文に①氏名、②所属、
③懇親会参加の有無をお知らせください。参加費・懇親会費は当日会場にて申し受けます。
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千葉工業大学

新習志野校舎

アクセス＆キャンパスマップ
■住所・電話番号
〒275-0023 千葉県習志野市芝園 2-1-1
TEL 047-454-9754（代） FAX 047-454-9689
■キャンパスまでのアクセス
JR 京葉線
新習志野駅南口 徒歩 6 分（東京駅から 31 分） .
JR 総武線
津田沼駅南口下車し、京成バス「新習志野駅行」で「千葉工業大学入口（所要時間 15 分）」下車
■キャンパスマップ

8104 教室は
こちらです

正門は
こちらです
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発達障害のある学生支援プログラム
－ ガクプロの取り組み －
藤 恭子
（株式会社 Kaien ブリッジコンサルタント）

１．はじめに 発達障害の学生向けプログラム
株式会社 Kaien は、2009 年創業の民間企業である。
「発達障害」
「働く」
「強みを活かす＝
Enabling Excellence 」の 3 つを軸に事業を展開している。
Kaien は、放課後等児童デイサービスの「TEENS」、大学生向け支援サービス「ガクプロ」
、
大人向けの就労移行支援「Kaien」の 3 つが大きなサービスの柱であり、今回はガクプロの
取り組みについてご紹介したい。
発達障害のある子どもや成人の支援体制が進む中、大学や専門学校は支援の空白地帯で
あるのが現状だ。現在の法体系では、高等教育（大学・大学院・専門学校）に障害児者が
進むことはほとんど想定されていない。
空白地帯にも関わらず、大学・専門学校は、自分で授業を選択する履修制度だったり、
クラスという単位がほとんどなく所属する場が持ちにくかったり、学力とは関係の薄い就
活力を磨く必要があったりと、最も支援が必要な期間と言っても過言ではない。このため
高校までは落ち着いて通学できていた人も、大学時代に通えなくなる例も多々ある。
こうした現状のもと、親御様たちからの強い要請を受けてサービスを開始したのが、発
達障害のある学生向けのプログラム「ガクプロ」である。仲間づくりと自己認知、そして
就活に役立つイロハが身につく支援内容である。
ガクプロは 2017 年 11 月現在、約 180 名の方が通っている。ガクプロでは、
“学外の就活
サークル”として、特にコミュニティを作ることに力を入れている。ガクプロの個別相談
や、「しゃべり場」というテーマトークのプログラムの中でよく話題に上がるのが、大学で
の授業以外の時間の過ごし方である。多くの学生が「まっすぐ家に帰る」
「スマホや PC で
時間をつぶす」というような返答をしてくる。サークルに、恋愛に、アルバイトに、イン
ターンにと、大学生活をエンジョイする他の学生たちに、発達障害の方々は取り残されが
ちになるのである。しかし、彼らの中の多くは心の底では、安心できる環境で仲間と話し
合い、共感しあう場を欲しており、ガクプロではそういった場を提供しようとしている。
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２．発達障害学生の出口の状況
コミュニティ・居場所を作ることは就活での支援に繋がってくる。昨今の就職事情は彼
らの親世代の状況とは大きく異なり、非常に複雑で難しいものとなっている。大量の情報
から、自分に必要なものだけを取り出して、優先順位をつけながら就職活動を進めていく
力が求められるからである。これは発達障害のある学生にとっては非常に難しいことであ
る。多くの学生は友人や周囲の大人といったネットワークに頼ることができるが、発達障
害のある学生は適切なタイミングで適切な相手に適切な相談をすることがそもそも苦手で
あり、ひとりで悩む『ぼっち就活』に陥りやすいのである。大学 1、2 年の頃からガクプロ
のコミュニティに入っていれば、一人で孤独に就活に立ち向かうという事態に陥らずに済
むだろう。人に頼りながら進む安心感を得てもらいたいという思いで日々ガクプロを運営
している。
現在の在籍者のうち、1 年生は 7％しかいない。いっぽう、4 年生以上（既卒含む）が全
体の 6 割を占める。おそらく、就職できないという明確な困り感がガクプロに参加する最
大の理由だと考えている。

図 1 2017 年度のガクプロ在籍者

現在のガクプロ生の就職状況は、約 50％が就職、それ以外の方は主に就労移行支援など
の公的支援につながっていく。また、図 2 のように、障害者手帳を利用した、障害者枠の
就労をする人がいる。Kaien は障害者枠という制度に対してはややすっきりとしない気持ち
を抱いている。一般枠と障害者枠の二つに分けるほど人間は分かれていないからだ。同じ
思いを多くのガクプロに通うご本人、そしてご家族が抱いており、一般枠にすべきか障害
者枠にすべきか、どちらが良いのだろうかと悩まれている方に、出来る限り公平に、どち
らの枠が長い人生を考えた上で相応しいかを考えている。
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図 2 2014 年～2017 年のガクプロ就職者数

３．大学への期待
最後に、民間サービスに従事する者の立場から、大学に対する期待を述べたい。ガクプ
ロ生とその親御様には、就労のことを考える際に、診断の有無や診断名ではなく、自分の
あるがままを受け入れる必要性があること、自分に合った環境はどのようなものなのかを
理解することが重要だとお伝えしている。一般枠であろうと障害者枠であろうと、自分に
合わない環境で働いたとしても、その力を発揮できないからだ。また、仮に配慮を受けた
い状況であるならば、（周囲がくみ取って配慮するよりも）自分から発信することが大事で
あることをお伝えしている。
合理的配慮の最初のステップは、ご本人ないしはご家族からの申し出から始まる。特に
親御様からのご相談を受けていると「どこに申し出ればよいかわからない」
「申し出たとし
ても、どのように配慮してもらえるかが不安」などのご相談をいただく。合理的配慮は申
し出後の調整や、実施後の見直しが重要であるので、まずはご本人・親御様が申し出やす
い環境づくりが重要だと考えている。
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発達障害のある大学生支援プログラム
～ガクプロの取り組み～
2017年9月9日@関東地区大学教育研究会
Kaien ブリッジコンサルタント
藤恭子

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

大学は“発達障害支援の空白地帯”

発達障害学生向けプログラム

1

発達障害の方が強み・特性を活かした
仕事に就き、活躍する事を応援する

事業概要
行政

発達障害
大人

子ど
も

強み

.

①就労支援
（福祉）

②放課後等デイ
（福祉）

企業・団体
人材紹介・コンサル
（民間）

個人
③学生向け
プログラム
（民間）

－

「大学は発達障害支援の空白地帯」発達障害の大学生は、利用できる
福祉制度が非常に少ない。だからこそ、学内での理解・対応がとても
重要。

仕事

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

2

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

3

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

ガクプロ概要『
ガクプロ概要『ガクプロ手帖』
ガクプロ手帖』から抜粋

4

ガクプロは「学外の就活サークル」

目的に応じて、参加するプログラム・時間帯をお選びください

開催場所
ガクプロ本部（Kaien秋葉原サテライト）

【就活支援】
“ぼっち就活”を防ぐことが重要
ガクプロで面接練習や書類添削だけでなく、段取
りを支援しています

働くイメージをつけたい

千代田区岩本町3-10-7 東自機ビル3階

ガクプロでは、軽作業から事務体験まで様々な職業体験プログ
ラムを実施しています。

ガクプロ新宿（Kaien新宿）
新宿区西新宿7-7-29 西新宿ビル5階

長時間働く練習をしたい場合は「平日日中」へ。色んなプログ
ラムを少しずつ体験したい場合は「土曜職業訓練」にご参加く
ださい。

ガクプロ川崎（Kaien川崎）
川崎市川崎区小川町14-19 浜屋八秀ビル2階

また、ビジネスマナーを学ぶ「土曜ビジネススキル」や、少し
先行く先輩の話をうかがう「先輩風を吹かせよ」も開催してい
ます。

開催日程・コース
時間

内容

平日日中（月～木 10：00～15：00）

職業訓練＆フリースペース

平日夕方（月～木 17：00～18：30）

就活セッション・よろず相談

土曜日中（13：00～18：00）

ビジネススキル・しゃべり場
職業訓練・就活セッション

土曜夜（18：00～20：00）

就活の対策をしたい
就活は、誰にとっても不安なもの。はじめにどんなことをして
いるのかを知りたい場合は「土曜就活セッション」、実際の就
活が始まったら少人数の「平日夕方」で対策をしていきましょ
う。

懇親会

仲間と出会い、自己理解を深めたい

プラス

平日日中

平日夕方

土曜

個別相談

月額（税
抜）

テーマを決めて、悩み事や不安なことを話す「しゃべり場」。

◎（週4）

◎（週4）

◎（月4）

◎（月1）

18,000

◎（週4）

〇（月2）

〇（年3）

14,000

参加のルールがあるので、初めての人でも参加しやすいプログ
ラムです。懇親会は、気軽な呑み会です。

標準

〇（月2）

土曜ライト
◎（週4）

平日ライト
内定・在職

◎（週4）

◎（週4）

◎（月4）

〇（年3）

11,000

〇（年3）

9,500

〇（年3）

8,888

※内定・在職コースは就活が終了した方向けのコースです。就活セッションでは、お手伝
いをしていただくことがあります。

【自己理解を深める】
模擬職業訓練などを通して、職場でのコミ
ュニケーションの取り方を学びます
また、困り感を話すセッションなどで、自
分の特性を少しずつ受け入れ、自己理解に
つなげていきます

悩みを相談したい
じっくり相談したいときは「個別相談」をご利用ください。ご
本人様だけでも、親御様だけでも、ご一緒でもご利用できます。
ちょっとした相談の場合は、平日夕方・土曜夜の「よろず相
談」で承ります。

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

5

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します
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6

発達障害学生の困り感（就活年次）
単位取得がままならず就活する余裕がない
実習・グループ活動などがどうしてもできない
提出物が出せない（こだわりすぎる・スケジュールを守れ
ない）

就活の仕方がわからない
ブラック企業に対する過剰な恐れ
就活のプレッシャーに押しつぶされそう
就活をしているが（自己理解ができていない、面接が苦手
などで）内定が取れない

発達障害学生の出口の状況

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します
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8

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

発達障害学生の出口の状況（ガクプロの場合）

•
•

参加に診断は不要
参加者データ
– 約180名在籍（2017年9月
現在）
– 2017年4月時の在籍者内訳

• 就職実績
– 就職率40%～50％
– 就職が決まらない場合は
Kaienの就労移行支援へ

大学への期待
1年生は在籍者のうち7％しかいない。いっぽう、4
年生以上（既卒含む）が全体の6割を占める
→就職できないという明確な困り感がガクプロに
参加する最大の理由
本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

9

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

10

ガクプロの1年生と親御様に
ガクプロの 年生と親御様に
お伝えしていること

発達障害学生の困り感（初年次）

【ご本人】
• なるべく単位をたくさん取っておくこと
• 学内の頼れる場所を探しておくこと（そのために、自分の凸凹を知
ること）
• 困ったときには自分から申し出ること
【親御様】
• （お膳立てできる部分が高校までに比べると減るので）

科目登録つめこみすぎ・取らなさすぎ・登録忘れ
教室の場所がわからない
授業の受け方がわからない
レポートの書き方がわからない・提出できない

– 親御様や第三者が、ご本人に凸凹の存在を正しく前向きに伝えること

友達をどう作ればいいかわからない
サークルに入れない・サークルに入ったはいいがもめる
アルバイトができない

– ご本人が特性を理解しはじめること
– 自ら発信する力を育むこと

（診断の有無ではなく）自分のあるがままを受け入れる必要性があること
自分から発信することが大事であること
本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

11

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します
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12

まとめにかえて
発達障害学生支援のボトルネックは？

大学への期待

• 発達障害は見た目だけではわからない障害→周囲の理解のしにくさ。
学内の啓蒙をどうやって進めていく？
• 「卒業（就職）させなければならない」という事情→ご本人にとっ
てベターな選択は？
• 学内の支援ノウハウの蓄積の難しさ
• 中退・卒業後の適切な支援先は？

• （学生本人・親御様からの配慮の申し出の心理的ハードルを下げる
ために）合理的配慮の窓口がどこなのか、わかりやすくなると良い。
• （発達障害は環境に左右される障害のため）負担が重すぎない範囲
での環境調整

学生・保証人が申し出やすい環境が重要
（申し出ることを躊躇っている層の存在）

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します

発達障害は環境によって左右される障害
【ご本人】
自分を活かせる環境/自分が苦手な環境を知ること
【教職員】
申し出やすい体制づくり（なるべく早くわかることで、打ち手を増やすこと
ができる）
合理的な範囲での環境調整の実施

13

本ドキュメントに関わる著作権およびその他一切の知的財産権は、株式会社Kaienに帰属します
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14

目白大学岩槻キャンパスの学習支援プロジェクトの試み
奈良 雅之
（目白大学）

はじめに
目白大学では、障がいを有する学生に対して修学支援が組織的に実施されている。主た
る支援は、
「障がい等学生修学支援委員会」が担当となっている。目白大学障がい等学生修
学支援委員会は平成 26 年度に設置された。委員会の設置目的は「障がい及び特別な配慮を
必要とする病気（以下「障がい等」という。
）を有する学生に対する修学支援の在り方につ
いて検討し、全学的な連絡調整を行う」ことである。委員長は大学副学長（教育担当）、委
員は各学部選出の教員（各１名）、学務部長教務担当、学務部長学生担当、障がい等学生支
援室長、学生相談室長、入試広報部長、副学長（教育担当）が指名する者からなる。
目白大学における障がい等のある学生への授業等での合理的配慮に関しては、資料 1（配
布資料 4）に示した内容が教職員に提示され、配慮が呼びかけられている。なお、発達障害
等については可能性のある場合も含めて配慮の対象となっている。
一方、目白大学岩槻キャンパスでは、中退予防を目的とした「学習支援プロジェクト」
という取り組みが実施されている。
「学習支援プロジェクト」では、支援を希望する学生に
対して、障がいの有無に関わらず、学習支援が組織的・恒常的に実施されている。ここで
は、「学習支援プロジェクト」の取り組みの中で、とくに学業不振者に対する支援の状況に
ついて紹介する。

１．学習支援プロジェクト発足の経緯
目白大学岩槻キャンパスは、保健医療学部（理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学
科）、看護学部（看護学科）の 2 学部 4 学科で構成されており、医療人育成がキャンパス全
体の目標となっている。目白大学岩槻キャンパスでは、平成 26 年に「リメディアル教育プ
ロジェクト」が発足し、医療系学部における基礎教育の充実を図るための課題について議
論が重ねられた。その結果、学生の基礎学力の向上及び学業不振による中途退学を予防す
るためには、初年次教育の充実が有効であるという結論に至り、岩槻キャンパスでは「リ
メディアル教育プロジェクト」を平成 28 年度から「学習支援プロジェクト」と名称変更し
て、教務委員会、教務課と連携しながら、いくつかの学習・教育支援活動を実施すること
になった。
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資料 1（配布資料 4）

参考資料

日本学生支援機構『教職員のための障害学生修学支援ガイド（平成 26 年度改訂版）
』

- 10 -

２．ｅラーニング
ｅラーニングとは「教育・学習に ICT を用いて、その効率や効果をたかめるもの」などと
定義されており、情報処理と通信に関する機器の使用とその操作スキルが受講者に求めら
れる教育方法である。
平成 28 年度は岩槻キャンパス 1 年次生 319 名を対象にｅラーニングの教材を作成し、教
育研究所ｅラーニング・システム（MELS）を使って公開し、そのアクセス数や時期に関す
る記録から岩槻キャンパスにおけるｅラーニングの課題について検討した。
平成 28 年度春学期に利用状況から、ｅラーニングドリル利用開始時期は 4 月～6 月に少
なく、7 月に急増した。これはｅラーニングを日常の授業の予習復習ではなく、試験対策と
しての利用にとどまっている結果であり、今後は、科目担当者と連携して予習復習のため
の利用を増やすための方策と内容の改善をしていく必要があると考えた。

３．物理学・生物学習熟度別クラス編成
物理学と生物学は、基礎医学学習に際して重要な科目であり、岩槻キャンパスにおいて
高校における物理、生物の未履修者は必修科目と位置づけられている。
両科目とも、授業 1 回目にプレテストを実施して、2 回目以降の授業はその結果を基に得
点上位者と下位者にクラス分けして授業を行うという、いわゆる習熟度別クラス編成によ
る授業を実施している。
ここでは、平成 28 年度春学期に実施された物理学と生物学の習熟度別クラス編成による
授業効果について、試験得点から Z スコアを算出して偏差値とし、その値の変化を検討し
た。
その結果、物理学ではクラス間の主効果がみられ上位クラス＞下位クラスであったが、
プレテストと期末試験の変化はみられなかった。また、クラス間と試験時期（プレ・期末
間）の交互作用が有意であった。事後検定の結果、プレテスト下位クラスの期末試験偏差
値が有意に上昇し、プレテスト上位クラスの期末試験偏差値が有意に低下した。
生物学では物理学と同様に上位クラス＞下位クラスであったがプレテストと期末試験の
変化はみられなかった。また、クラス間と試験時期（プレ・期末間）の交互作用が有意で
あった。事後検定の結果、プレテスト下位クラスの期末試験偏差値が有意に上昇し、プレ
テスト上位クラスの期末試験偏差値が有意に低下した。
さらに、生物学におけるプレテストと期末試験偏差値の変化を MELS のｅラーニング「リ
メディアル生物学」利用の有無で比較した。生物学では、ｅラーニング利用の有無及びプ
レテストと期末試験間に主効果がみられなかったが、交互作用がみられた。事後検定の結
果、ｅラーニング利用有の期末試験偏差値上昇が有意傾向であった。
以上のことから、物理学・生物学習熟度別クラス編成は概ね良好な成果を上げていると
評価され、今後の展開が期待されている。
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４．学習支援ピアサポート
ピア(peer)とは、同僚、仲間を意味する言葉であり、ピアサポートとは、同僚、仲間同
士による相互交流を中心とした支え合い活動である。学習支援ピアサポートは、岩槻キャ
ンパスにおける学力不振者の中途退学予防等を目的に、上級生が下級生の学習を支援する
活動として、平成 26 年度半ばより実施され、現在に至っている。ここではピアサポートの
利用時期や人数の記録から、岩槻キャンパスにおける学習支援ピアサポートの課題につい
て検討した。
平成 28 年度のピアサポーター登録は、理学療法学科 10 名、作業療法学科 6 名で、支援
対象者は延べ 64 名であった（登録者への研修内容は資料 2 参照）
。実施時期は秋学期 12 月
に集中し、支援科目は、ほとんどが「運動学」であった。支援方式は 1 人が複数の対象者
を支援するグループ支援が中心となった。しかしながら、学業困難感の高い対象者には一
対一の個別支援が用いられ、個別支援とグループ支援という二つのパターンが確立・定着
した。個別事例については省略する。

５．まとめ
以上、医療系学部におけるの学習支援の取り組みから、学習に困難感をもった学生への
対応及び支援の形式について発表した。本学の取り組みはまだ試行半ばのものではあるが、
本発表が参加者各位の参考になれば幸いである。

【文献】
奈良雅之、土井徹、竹田浩樹ほか（2017）「目白大学岩槻キャンパスにおける学習支援
プロジェクトの試み」，『目白大学高等教育研究』
，Vol. 23, p.91-96.
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１．ピアサポートとは
• ピア（peer）とは「仲間」という意味を表す言葉です。
• ピアサポートとは仲間同士による助け合い、仲間同士
による支援を意味します。
学習支援ピアサポートとは

岩槻キャンパス2017
ピアサポーター研修会

• 下級生の勉強に関する「困りごと」に対して、上級生が、
これまでに学んだ経験を活かして、困りごとが少しでも
解決できるように支援する活動をいいます。
「○○がわからないので説明してほしい」

目白大学 奈良雅之

⇒説明する、一緒に調べる、一緒に先生に聞きに行
く、調べ方を助言する

1

2

２．サポート活動

勉強に関する「困りごと」 とは

1）問題の把握と確認

「○○がわからないので説明してほしい」の他に
• 「授業についていけない」
• 「勉強の仕方がわからない」
• 「わからないところを先生に聞けない」
• 「わからないところが自分でもよくわからない」
• 「もっとわかるようになりたい」
• 「課題やレポートがうまく書けない」
なども想定しています。

① 対象者の話をよく聴いて「困りごと」の状況を把握する。
② 対象者にいくつか質問して、本人の「困りごと」に関す
る基本的知識の程度を確認する。

２）解決方法の提示
問題に応じて、
①その場で説明する、調べ方を助言する

3

4

• 問題が難しい場合は
②一緒に考える・探す、
③一緒に先生に質問に行く、
④次回に説明する約束をする
などを提案する。
※サポーター自身の経験を話すと効果的。

ピアサポートの例（１）
●先輩、聞いていいですか
△はい
●授業で肝臓が悪いと浮腫が起こると習ったのです
が、理由がよくわからないので、教えてもらえますか。
△膠質浸透圧はわかりますか。
●タンパク質の濃度でしたっけ。
△肝臓の機能の一つ蛋白質の合成があります。肝
臓の機能が低下すると血液中の蛋白質の濃度が低
下して組織液との濃度差が小さくなりますね。
●はい。
△そうなると組織液から血管内に水の入る力はどう
なりますか？

３）解決方法の実施
• 提案した解決方法について同意を得る。
• その解決方法を実施する。
5

6
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●低下します。

ピアサポートの例（２）

△そうです。膠質浸透圧が低下するということは組
織液から血液に水を引く力が低下するということに
なります。
△では、血管から組織に水を押す力は何ですか？
●血圧ですか。

●先輩、聞いていいですか
△はい
●ブラウン=セカール症候群についてよくわからないので
すが、教えてもらえますか。
△レポートですか？
●いえ、勉強していてよくわからなかったので気になって、
先生に聞きに行くのは恥ずかしいので。
△これは神経内科学の内容ですが生理学の知識があれ
ば理解できます。では、痛覚と触圧覚の上行経路はわかり
ますか？
●なんとなく。
△少し説明しますね。

△そうですね。血圧の上昇も関係しますね。膠質
浸透圧は組織液から毛細血管内に水分を引く力、
血圧は毛細血管内から組織液中に水分を押す力
と記憶しておくと便利ですよ。

7

8

●なんとなく思い出しました。
△では、次のような問題を考えてみましょう。

• 触圧覚は後根から同
側後索路を上がって
延髄でシナプス接続
して反対側に交叉、
内側毛帯を通って視
床へ

Q．脊髄の側方半側損傷時に障害部以下
でみられるのはどれか。２つ選べ
• 1．同側の運動麻痺
• 2．同側の温度感覚麻痺
• 3．対側の深部感覚麻痺
• 4．対側の痛覚麻痺

• 触圧覚の一部は後
根から直ちに脊髄で
シナプス接続して反
対側に交叉、反対側
前側索路を上行

9

10

ブラウン=セカール症候群

Ｔ８右側切断で障害部
以下にみられる障害

Ｔ８右側切断でみられる障害
障害部位以下の機能

右

左

温度感覚

○

×

痛覚

○

×

随意運動

×

○

○

血管運動

×

○

△

△

触圧覚

△

△

×

○

深部感覚

×

○

右

左

温度感覚

○

×

痛覚

○

×

随意運動

×

○

血管運動

×

触圧覚
深部感覚

11
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12

Ｔ８右側切断で障害部
以下にみられる障害
右

左

温度感覚

○

×

痛覚

○

×

随意運動

×

○

血管運動

×

○

触圧覚

△

△

深部感覚

×

○

こたえ
1．同側の運動麻痺
4．対側の痛覚麻痺
• △どうですか？
• ●よくわかりません。
• △では、先生の所に一緒に聞きに行きましょ
うか？
• ●はい、お願いします。

13

14

４）支援記録票の書き方

記入例（１）

• 学籍番号、氏名、支援件数など記入

• 受けた質問例⇒腎の尿細管における再吸収
のしくみがわからない

• 受けた質問⇒対象学生が支援を求めている
内容、あるいは困っているところを書く

• 支援した内容例⇒①ネフロンの構造と再吸収
のしくみについて教科書内容の理解を確認し
た。②拡散、浸透圧、受動輸送、能動輸送な
どの基本知識の有無を確認した。③勉強法
について自分の経験を話した。

• 支援した内容⇒ピアポーターが行った支援の
内容を書く
• 対象学生に本人自筆で氏名を書いてもらう。
• 所見はその後に記入する。

15

16

記入例（２）

ピアサポート活動の流れ

• 受けた質問例⇒わからないところが自分でも
よくわからない
• 支援した内容例⇒①対象者の話をよく聴いた。
②話を聴きながら、何がわからないかを一緒
に考えた。③わからないところが自覚できた
ので先生に質問に行くように勧めた

17
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下級生の
新規申込
受付（奈良）

リーダーに
希望日時
を連絡

教務課に記
録票を提出し
クオカードを
受け取る

記録票に記
入して奈良
研究室へ

担当者を決
めて本人に
連絡
ピアサポート
活動の実
施・次回日
時を決める
18

シンポジウムのまとめ
－コメントと質疑応答を中心に－
出光 直樹（横浜市立大学）
谷合 哲行（千葉工業大学）
藤恭子氏、奈良雅之氏による報告については、それぞれご本人による報告原稿を掲載し
ているので、本稿では開催校コメンテーターとゲストコメンテーターのコメント、報告を
受けての質疑応答などを収録して、シンポジウムのまとめとします。なお、本稿において
は、漢字の“障害”ではなく、ひらがなの“しょうがい”と表記します。
モデレーター（出光）によるオープンニングとシンポジスト・コメンテーターの紹介
しょうがい学生支援というテーマが幹事会の中で取り上げられるなかで、趣旨文には記
載していないのですが、中心的な話題の対象として発達しょうがいや知的しょうがい、精
神しょうがいが取り上げられてきました。これらのしょうがいは身体しょうがいに比べる
と表面上は分かりにくい、解決・対処方法が見つけにくいしょうがいです。タイトルにも
謳っているように今後ますますユニバーサル化してゆく流れの中で、現状まだユニバーサ
ル化しきれていない大学においては、これからますます対応に苦慮する状況が増えてくる
ことが予想されます。
一方でハンデのある学生にとって過ごしやすい大学や社会は、より多くの一般の人にと
っても過ごしやすい大学や社会になってゆくことにもつながります。今回のシンポジウム
ではハード面だけではないソフト面に当たる運用の部分についても議論を行ってゆきたい
と考えています。また、本会は大学教育を会の名前にも付けている通り、教養教育的な視
点からもそうした学生をどう包摂してゆくかということをテーマに議論を行ってゆきたい
と考えています。とかく合理性や専門性を追求する専門教育とは異なる、教養教育が引き
受けてゆくべきチャレンジングなテーマになると考えています。
(株)Kaien の藤さんは発達障害のある学生の支援プログラムを行っている民間の企業に
つとめられている方で、より幅広い関係者の状況をご覧になっている方です。
目白大学の奈良先生には、大学の現場からの声として、目白大学でのしょうがい学生支
援の取組みを紹介していただきます。また、今回の開催校である千葉工大からは学内の案
内もしていただいた森下様から千葉工業大学での取り組みをご紹介いただきます。
更に、なかなかこうした議論の場にはお迎え出来ないカウンセラーの方として、メンタ
サポート研究所の丹野様、青山様にコメンテーターとしてご参加いただきました。
まずは開催校である千葉工大から、学内の案内もしていただいた森下様から千葉工業大
学での取り組みをご紹介いただきます。続いて、今回のテーマは本日ご参加いただいた多
くの方に関わっているテーマですので、シンポジウムに入る前に一言、自己紹介と今回の
シンポジウムで聞いてみたいことなどをお聞きしたいと思います。その後、藤様、奈良先
生にご報告をいただき、ディスカッションに移りたいと思います。
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森下進一氏（千葉工業大学 新習志野校舎 学生部長）による取り組みの紹介
ご来校ありがとうございました。新旧の施設が混ざり合った状態で運営をしています。
できるだけ”快適”を目指していますが、まだそこまでには至っていない状態だと思っていま
す。先ほどの施設見学ではハード面を中心にご紹介させていただきました。
本校にも発達しょうがい、学習しょうがい、統合失調症など症状をもつ学生も入学され
てきます。必ずしも学力が劣っている訳ではないのですが、
“教室内でじっとしていられな
い”、“授業にでづらい”などの生活面のトラブルがまず報告されてきます。そうした学生
への初動としては、保健室での保健師さんによる対応になります。授業に支障がでるよう
な場合には、カウンセラーが常駐する学生相談室でのカウンセリングを勧めています。
症状が進行してしまうような場合には、学内での対応にも限界があるので、学業よりも
治療を優先するということで、医療機関の受診を諭してゆくこともあります。そうした場
合に忘れてはならないのが、親御さんの了解をとることです。本人だけではなく、親御さ
んにも連絡した上で受診をお勧めしています。
医療機関につなぐほどではない状況の場合には、クラス担任の先生に連絡をするのです
が、このクラス担任の連絡についても、学生本人の許可を取ったうえで連絡しています。
特に配慮してほしい内容については学生側が抱えている問題点に対応する形でクラス担任
の先生に連絡し、必要に応じてクラス担任から各科目担当の先生に連絡するようにしてい
ます。
教職員全員で取り組んでゆかないとなかなか解決ができない問題であると考えており、
そうした全学的取り組みの一つとして、本学学生委員会で、昨年度、しょうがいを持つ学
生への対応をまとめたパンフレットを作製し、教授総会という場で配布・披露して全学的
な協力を呼びかけました。さらに、メンタルヘルスや学生の理解を進めるために他大学の
先生を講師として招いた講演会を開催しています。こうした活動を通じて、学生が安心し
て通える場を整えたいと考えています。
参加者による自己紹介（個人情報は削除）


30 年近く○○大学に勤務していますが、昨年までに車いすの学生を担当したことは一
度しかありませんでしたが、今年度だけで 2 人の車いす学生を担当することになって
います。



在学中に症状を発症する学生を指導したこともありますが、卒業後に症状が出るケー
スもあり、心配しています。



1 年次のアクティブラーニングの授業を担当しているが、その中にコミュニケーショ
ンの難しい学生がいて悩んでいます。



アメリカのアリゾナ州立大では 1990 年代にはバリアフリー化が進められていて、どの
ようなしょうがいを持っている学生でも校内全域を自由に行き来できる環境整備が行
われていました。そうしたハード面の環境整備は、アメリカは進んでいたのだなと改
めて思いました。



学科の学生の中に聴覚しょうがいや発達しょうがいを持っている学生がいて、日常業
務の中でどのように関わればよいかのヒントをいただきたく参加しました。



合理的配慮の法律施行以前はノートテイカーの導入や車いす学生への支援・対応をし
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ていたが、法律施行以降は学生側からの要望が 20 – 30 件あり、統合失調や外見では
わからない問題を抱えている学生が大変多いことを実感し、今回のシンポジウムに参
加しました。


業務の主担当としてしょうがい学生支援を行っています。特に精神や心に関するしょ
うがいを持つ学生の支援を行っています。



業務の主担当としてしょうがい学生支援を行っています。特に聴覚や肢体不自由しょ
うがいを持つ学生の支援を行っています。



体育の授業支援を行っています。アスペルガーや統合失調症の学生が増えており、そ
うした学生をどう卒業まで導くかというところに課題を感じています。



発達障害に興味があり、参加しました。



学生本人や親からの申告がない場合にどのような対処ができるのかをご教示いただき
たく参加いたしました。



1 クラス 8 人の少人数での英語教育を行っているが、こうした一人一人の学生の状況が
見えやすい授業形態になってからコミュニケーションに問題をもつ学生が多数見つか
るようになったと感じます。そうした配慮が必要な学生への対応を日本語が分からな
い外国人講師の先生や学内の先生方にどのように伝え、対応してゆくかが課題です。



まだ大学として、しょうがいを持った学生への組織的な対処・対応はなされていない
のですが、そうした学生が学内で増えてきているなと感じて参加しました。



知的・精神しょうがいを持った方を受け入れるグループホームを運営しています。日々、
そうした問題を抱える方と共に生活をしています。



企業として大学生へのアンケート調査などを第三者的な立場で行わせていただいてい
ますが、そうしたアンケートやインタビューの中でも発達しょうがいや知的しょうが
いのある方が増えてきています。そうした学生への対処や改善策のヒントがあればと
参加しました。



大学で教えている中でもしょうがいを持つ学生が受講することが増えてきて、今回参
加させていただきました。



自分も病気などで苦しんでいた時期があり、現在の大学での対処・対応の様子を知り
たくて参加しました。



直接は大学生と関わることはありませんが、今回のテーマに興味があり参加しました。



身内に身体にしょうがいをもつものがいて、関係の深いテーマだと感じています。ま
た、外見では見えないしょうがいは対処が難しく、どのように実践・対応されている
のか知りたくて参加しました。



教養教育として多数の授業を開講しており、多くのトラブルが上がってきますが、そ
の中にはなんらかの意味での発達しょうがい的な問題が隠れているものと思っていま
す。本人からの申告があるケースもありますが、申告はない場合も多く対処・配慮に
は苦慮しています。



しょうがいが疑われる学生が増えているように感じます。そうした学生をどのように
卒業まで導けるかが課題です。



初年次教育と国家試験対策を担当しています。主に国家試験に落ちてしまった学生の
ケアーを担当しています。本学にも一定の割合でしょうがいをもつ学生が入学してお
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り、卒業後や免許取得後にも働けないという学生も増えてきています。そうした学生
へのフォローが課題であると感じています。


昨年、アメリカのナカダにある学習支援を専門とする大学関係者の学会に参加してき
ました。そこでは学習支援だけに限らず、留学支援やキャリア支援、ピアサポート等
ありとあらゆる学生支援活動についての研究成果が報告されていました。しょうがい
を持つ学生支援のセッションも複数開催されていて、複数の大学から多数の事例が紹
介され、大きな刺激を受けました。日米の差を強く感じました。



大学としてしょうがいを持つ学生を支援する組織を作ろうと計画しています。大学の
専門として障がい者福祉を扱う学科もありますので、そこの教員やこれまで対応の中
心となっていた学生支援室の方にも入っていただき、組織づくりを進めています。教
職員向けにしょうがくいを持つ学生への対応要領を作製したり、教職員両方に参加し
ていただく FD、SD 活動の開催を計画したりしています。しょうがい者福祉の Know
How を大学教育の現場にどう活かしてゆくかや、対応に当たる担当者・サポーターへ
のサポートも必要であると考えています。



所属の関係で今後、高等教育に関わる機会も増えることから参加しました。



学生支援室で日々、しょうがいを持つ学生と接している中で、学生の立場に立って、
いかに本人が望む方向に向かって支援するかが重要でかつ難しいと感じています。そ
のために何が必要かというと、学生本人をこちら側がいかに正しく理解するかという
ところだと思っています。本人が抱えている課題や問題を正しく理解し関係者間で共
有することができればよいのですが、その部分に大きな問題があります。そのために
も学内での一貫した支援体制の構築が不可欠であり、現在、そうした体制作りを進め
ています。



発達しょうがいを持つ学生への対処に苦慮しています。

藤恭子氏、奈良雅之氏による報告
＜それぞれの原稿を参照＞
丹野由紀氏（メンタルサポート研究所）のコメント
私たちの研究所では全国的にカウンセリング事業を展開していて、カウンセラーの育成
や派遣、利用者に対するカウンセリングなどを行っています。これまでの議論に対してカ
ウンセリングの視点から補足させていただけば、実際に発達障害という診断を受けている
か受けていないかということが大きなポイントになってきます。発達障害の場合には、症
状的にはハード面の対応は不要でも、カウンセリングを行う上では発達障害であるかない
かはカウンセリングの方法が変わるので重要な情報になります。性格傾向の強いものとい
う範疇に入るものも多いのですが、性格であれば変えられるのですが、しょうがいとして
変えられないものであれば、その部分はかえられないものとして対処してゆくことになり
ます。発達障害だからと言って“何もできない”わけではないので、ストレスとしょうが
いによる症状の関係は密接な関わり合いがあるので、しょうがいを抱えている方の場合に
は日常の生活の中でのストレスをいかに低減してゆけるかを課題としながらカウンセリン
グを行っています。
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モデレーター・出光のコメント
日常的には大学内で入試に関わる部署で仕事をしています。入試段階でのしょうがいを
持つ受験者への配慮ということがあります。以前所属していた大学では全盲の学生を受け
入れたこともありました。以前は大学としてはそうした学生の受け入れを避けてきたり、
入学試験のレベル的にそうした学生は試験を通過できないので、ふるい落とされていまし
た。入学後についていえば、判断の根拠の問題があると思います。しょうがい者手帳のよ
うな明確な根拠があれば、よいのですが、そうした根拠となるものがない学生の扱いをど
うするかという問題があります。一方、こうした症状はグラデーション的ですので、あま
り明確な線引きをせずに対処した方が柔軟で本人の利益につながる対応ができる場合も多
いです。一方、入試のように公平性や中立性が重要視される場においては、特別な配慮を
する為にはそのための根拠資料が不可欠ですし、そうした根拠資料が無い場合にはそれに
代わる何かがないと関係者の合意が取りにくいです。また、発達障害の場合には本人の自
覚や認識・受容も重要なポイントになります。一方、大学で研究を行っている教員の中に
も、そうした発達障害的な傾向を持っている方も多数見受けられるので、大学という場所
自体がそうした通常とは異なる特異な認知構造を持っている人たちの集団であるともみら
れるので、そうした特異な場所だからこそできる相互支援的な教育活動というものもある
と思います。医学部のように高い学習能力と学力レベルの学生・教員を見ていると、どこ
かしら偏執的な傾向や特異な認識方法をする人たちも多く見られます。こうした傾向は高
偏差値の学部・学科でも起こりますし、そうした高偏差値の学生群の中ほど偏りが大きい
学生が混じってくる傾向があると思います。学習障害に対するスタンスとしてはそうした
偏った認知構造を持つ人たちに対する対処の一環という見方もできると感じています。
モデレーター・谷合のコメント
分析化学を専門としています。学生実験も担当しています。実験ですので当然、共同作
業が不可欠です。そうした学生実験においては、我々が感じている普通の共同作業が全く
できないという学生が増えています。かつては卒研生を受け持っていた時期がありますが、
そうした卒業研究においても私の指導内容が全く理解できないという学生が 1/6 程度の割
合で入ってきいいました。そうした学生と一般の学生が同じ研究室にいて、同じ基準で卒
業研究の合否判定をしなくてはならないので、評価の基準が立てられないというケースも
ありました。一方、そうした学生だけを対象として別な基準で判定をすると、今度は一般
の学生から不公平感が出てしまいます。グループ形式で研究内容を分業・分担させること
で何とか合格に持ってゆくことをしています。学生課や教務課との協力を受けながら一教
員としてできる範囲で、平等性と教育的な配慮をバランスさせながら学生の指導を行って
います。
全体での質疑応答
Q : 診断を受けないとカウンセラーの方の対処の仕方も変わる、ということでそこに至るま
での診断を受けていない・学習発達しょうがいが疑われる学生に対する配慮の問題で、そ
うした未申告・未根拠の学生については規定や規約に則った対処をしなくてはならなくな
ります。そうした学生に対して大学からは診療・診断を受けてくださいと推奨するわけに
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はゆかないので、そうした学生に対してどのような対処指導ができるでしょうか。
Q’ : 大学として診断を受けないとどうしても対処できないこと、合理的な配慮ができないと
いうルールのようなものがあるのでしょうか ?
Q : 文科省から出されているしょうがいしゃに対する対処方法などを見て、大学として規
定・規約を作りました。その中でしょうがいがあるということを診断書などをもって大学
に申告した場合に、そのしょうがいの状況によって、授業に関しては各担当教員と協議し
たうえで対応方法をその都度検討するとなっているので、本学では診断の有無が重要にな
ってきます。
Q’ : 文科省のいう合理的配慮に則って大学側として規定を作成したということですが、文科
省は診断がなければいけないとははっきりは言っていないと思います。なので診断を受け
るということは客観的な証拠にはなりますが、そうした傾向が強いと認められるというこ
とを客観的に説明できるものが作れればよいのであって、それは必ずしも医師の診断だけ
ではないと思います。私が関わっている中でもいわゆるグレーゾーンの学生がすごく多く、
そうした学生の場合には当然医師の診断などはないので、”本人の特性”というところで、伸
ばしてゆく特性もあれば、おさえてゆかなくてはならない特性もあるという捉え方で、教
育してゆかなくてはならない生徒の資質の一つと考えることもできると思います。合理的
配慮も重要ですが、発達しょうがいや身体しょうがいを含めてこれまでの教育の中でも教
育的配慮として先生方が実践してこられたはずのことですので、教員・職員の双方が情報
を共有しあって取り組んでゆかなくてはならないと思います。
Q : 個々の学生によって症状も状況も異なるのでそうした対応もまちまちになりますし、公
平性の問題も出てきてしまいます。
A : 診断の有無は必須事項ではないです。”診断書等”となっている”等”の部分が何なのかと
いうところですが、本人が受けてきた支援履歴や学習履歴、支援者や教育者からの所見な
どがこの判断材料に当たると思います。
A’ : 線引きについてはあまり必要がないと思います。グレーゾーンは確かに多いですし、診
断の有無によってカウンセリングの方法は変わりますが、診断がないとカウンセリングが
受けられないというわけではありません。
診断があれば、よりその症状に即したカウンセリングが提供できるということです。診断
書が無くても生きづらさを感じている方はたくさんいらっしゃいますし、カウンセリング
を受けられている方でも診断書が出ない方もいらっしゃいます。そうした方は医師の所見
として偏執的な傾向があったとしても、全体として平均的な結果になってしまうので、特
定の病的状態であると診断できないということになります。我々カウンセラーは利用者さ
んのそうした”生き辛さ”に寄り添うことでその人の気持ちを聞きながらカウンセリングを
進めています。
A’’ : 文科省の合理的な配慮では確かに診断書は必須にはなっていないですし、ケースバイ
ケースな部分が多いのですが、大学事務組織の人間としては非常に秩序だったものを好む
傾向もあります。ルールを明示しておきながら、そのルールに従えないケースをどう取り
扱うかは非常に悩ましい問題です。それと同時にそうしたルールには則れない学生や、配
慮が必要なケースが増えてくることも予測されます。不公平感・不平等感を抱いたり、あ
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る意味差別的感情を抱く学生・教員がいることも事実です。
Q :各大学でそうした学生の情報をキャッチアップするシステムが考えられ、実践されてい
ると思います。私が所属している大学にも少人数制の授業やアクティブラーニングの中で
そうした問題行動・問題特性のある学生の情報が上がってきた時に対応窓口を教え合った
り、学習支援の中で学生側の問題感や課題感を聞き出して、その解決策の一つとして学生
相談室での面談などを指導するということもできると思います。そうした実践事例などが
あればご紹介いただけないでしょうか ?
A : 学生相談の現場にいると医療機関への橋渡しは既に実践しているのですが、そこに至る
までの橋渡しは大変です。その時に大きな力になるのは親御さんの強力です。
A’ : 教員側も完璧ではないですし、学生側の多様性も拡大しているので、研究室での教育の
困難さ・複雑さは以前にもまして大きくなっています。学生側のケアーも重要ですが、先
生方への教育や支援も重要になってきます。大学の先生方ですので、仕組みや理屈を明示
すれば、理解を得られやすいですので、大学としてきちんとした制度を構築して提示する
ことで先生方にも対処・協力していただきたいと思っています。
親御さんの理解という部分についていうと、親御さんも発達しょうがいを抱えていると
いう事例が結構多いです。また自己覚知ということは障害者福祉の専門領域でも大変困難
な課題です。覚知の過程でアイデンティティクライシスを伴いますので、よくわからない
ままこの領域に踏み込んでしまうと大変大きな反発や症状を引き起こします。ですので、
通常は長い時間をかけて、覚知に導いて行くことになります。本来であれば、大学の 4 年
間がそうした若者の自己覚知の期間であったのかもしれませんが、現在の学生の場合には
この覚知に至る期間として 4 年間では収まっていないということもあると思います。
A : カウンセリングの現場からのですが、現状”病気の人がカウンセリングを受ける”という
風に思われがちですが、病気の人やしょうがいを持っている人、ストレスの強い人しかカ
ウンセリングは受けないものということではなく、”普通の人”が日常生活の一コマとしてカ
ウンセリングを受けられるような形を作れたら理想的ではないかと思っています。今より
もっと”生きやすく”するためのカウンセリングもたくさんありますので、誰でもがカウンセ
リングを受けられる雰囲気づくりや環境づくりが必要ですし、そうしたカウンセリングに
対する誤解と偏見をなくしてゆきたいと思っています。
Q : 学内の情報共有と個人情報保護法、守秘義務の範囲に関わる問題提起です。病院などで
は患者さんに関係する情報は院内の関係者であれば、概ね誰でも見て共有できるような環
境になっています。一方、大学では問題のある学生がカウンセラーとのカウンセリングに
入った場合、大学が雇用しているカウンセラーであったとしてもその学生に関する情報は
ほとんど出てこなくなってしまいます。カウンセラーとしてはやはりそうした学生の情報
を出すことは難しい事なのでしょうか ?
A : カウンセラーの立場としては、守秘義務がありますので、それは絶対に N.G です。カ
ウンセリングの中で知りえた情報を外部に漏らすことは絶対にできません。これは利用者
とカウンセラーとの間の信頼関係を失うことにつながりますので、絶対にできないことで
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す。一方、全部だめかというと、そこは難しいところで、その人を支援してゆくために出
さなくてはならない情報はあるのではないかと個人的には思っています。その時には利用
者さんにも話をして、利用者さんが出してもよいですと了解をいただけた部分については、
開示する範囲を決めて開示することもできると思います。また、守秘義務の範囲は問題の
内容にかかわる部分です。抱えている問題の原因や対象者、問題の中身に関することはお
話しすることはできませんが、症状の改善度合いやカウンセリング頻度、回数などについ
ては利用者の許可が得られれば大学側にお伝えすることもできると思います。聞きたい範
囲やほしい情報を明確にカウンセラーに伝えていただき、利用者とカウンセラーの間で、
その情報を特定の人に教えることの同意が得られれば、ある程度の情報をカウンセラーを
通じて得ることはできると思います。
A’ : 学生相談の立場からは、なかなか耳の痛い話ではあるのですが、学生相談学会での最近
の傾向としては学内連携を重視していて、学内連携をした方が学生にとって有益なサービ
スが提供できるという方向になっています。全国の多くの大学で事務組織側の連携が進め
られていると思います。この連携に教員の方も関わっていただければ、学生指導上必要な
情報に限って、本人の了解を得たうえでお伝えできるシステムができると思います。守秘
義務の部分については、利用者本人の利益につながることを利用者自身に理解していただ
いたうえで合意を取って公開してゆくプロセスを取りたいと思っています。
A’’ : 本学の場合、委員会を立ち上げ、一部の情報についてカウンセラーと保健医、各主任
が学生の状況を話し合う場を設け定期的に集まって情報交換をしています。委員会で共有
された情報については、必要があれば、関係・関連する教員にも伝達するシステムを作っ
ています。
クロージング
最後に、今回のシンポジウムを機会に本会にご参加いただければ、後日研究発表の内容
やシンポジウムの内容をまとめた報告書をお送りしたいと思います。今回のシンポジウム
で課題も明確になりましたし、今回のテーマとは多くの大学で様々な施策が試行錯誤され
ている段階だと思います。いずれどこかで今回のようなテーマで議論し・情報交換する機
会を設けたいと思います。
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学生がともに学ぶ質問所
〜理想の大学教育を見つめて〜
山下 貴弘
（立命館大学卒業生）
はじめに
立命館大学では、
「物理駆け込み寺」と呼ばれるピアエデュケーションを展開している。
試験期間を除く平日 16:30〜19:30 の間、理工学部のラーニングコモンズにて教員と数名の
学生スタッフが待機し、講義に関する学生の疑問にその場で答えるという活動をしている。
教員は学生の自主性を尊重し、学生同士の教え合いに介入することなく見守っているが、
質問内容が講義の範疇を超えた場合は、アドバイスを行うことで活動を下支えしている。
なお、参加満足度は常に 9 割以上が最高評価と、学生からも一定の評価を得ている。
また、
「物理」駆け込み寺という名前であるが、約 300 種類の講義の質問が寄せられ他の
理系学部に在籍している学生も参加することから、実態としてはなんでも相談所という趣
が強い。現在では年間 2000 件を超える相談が寄せられており、ピアエデュケーションとし
ては全国でも有数の取り組みとなっている。学生スタッフとして物理駆け込み寺の草創期
を支えた卒業生がその変遷を振り返り、学生スタッフが果たしている役割や、活動を通じ
て感じたことについて述べてみたい。
１．駆け込み寺の変遷
2006 年、自主ゼミのサポートを目的として若手研究者が物理駆け込み寺を開設した。
しかし、初年度学生の利用があまりなかったことから、翌年講義の質問対応に間口を広げ
て活動するようになった。立ち上げ当初の質問件数は年間数 100 件程度と小規模な活動で
あったが、学生一人一人に寄り添いながら疑問を解決していた。駆け込み寺の特徴である、
．．．．
あらゆる質問に柔軟に応対する、質問者が思考錯誤して自ら解法にたどり着くことを重視
する、といったスタイルはこの頃に確立され現在まで引き継がれている。
駆け込み寺の理念や方針は、2008 年頃までに確立されたが、質問件数の大幅な増加は、
学生スタッフの登用によるところが大きい。学生がスタッフとして活動に加わったことで
質問数は、2009 年に 1000 件を超え、翌 2010 年には 2000 件を超えるようになった。質問規
模は現在まで同等の水準を維持している。
２．学生スタッフの参画のメリット
質問件数の急激な増加につながった学生スタッフの登用についてそのメリットを質問者、
学生スタッフ、教員の３点から考えてみたい。
まず質問者にとってメリットは、質問への心理的な閾が下がることにある。教員に比べ
年齢が近い学生スタッフは親近感が湧きやすく、平易な言葉で会話できるため気軽に頼り
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やすい。また、優秀な成績を修め後輩のサポートをする学生スタッフは、わかりやすいロ
ールモデルであり、質問者の学修意欲を高めている。試験直前にまさしく「駆け込んで」
きた学生が、学生スタッフと出会うことで学修に対するあり方を見直し、常連質問者とな
るケースも例年発生している。
次に学生スタッフにとってのメリットとして、専門性をさらに高めることが挙げられる。
優秀な成績を修めた講義であっても、後輩の疑問にうまく応えられず苦労することが多い。
自身の理解が不確かな箇所に気づくことで、専門についての理解をより深めることになる。
さらに、学生スタッフは自身の専門以外の質問にも対応するため、より良い質問対応のた
めには自らの専門に限定せずに様々な学問分野を学ぶ必要がある。つまり駆け込み寺は、
優秀な学生が学部や学科という枠組みを超えて学ぶ場としても機能している。
最後に、学生スタッフは教員の負担の軽減にも貢献している。一つの質問対応には押し
並べて 1˜2 時間程度の時間がかかっている。仮に、駆け込み寺に寄せられる年間 2000 件を
超える質問に教員の方々が対応した場合、負担は大きなものとなるだろう。
３．学生スタッフ登用の注意点
このように、学生をスタッフとして登用することには様々なメリットがあるが、実際の
運営にあたってはいくつか注意が必要となる。
まず、学生スタッフの目的や活動内容を明確にする必要がある。一部の FD 活動では「ど
の問題を解決するために、どの様な取り組みを行うか」や「どのような役割を学生に期待
し、サポートを行うか」が曖昧なまま、学生の主体性に任せきりにしていることもある。
その結果、教育効果や業務改善の指標が不明瞭なまま学生がアイデア大会を繰り返したり、
単に窓口に学生スタッフが座っているだけになったりしている。学生の意見に耳を傾け、
思いを汲み取ることや、学生の参画を考えることは重要であるが、まず教職員の方々が大
学としてどの様な問題に取り組むかを検討することがあるべき姿だと考える。
また、活動においては、目的や理念を学生と共有することも重要である。学生にとって
スタッフ活動が「学費減免などの優遇を受けるための義務」や「割りのいい（ゆるい）バ
イト」でしかないなら、一般の学生に浸透し大学教育に根ざすことはない。そのため、理
念を掲げ、それに学生が共鳴し主体的に活動に取り組める環境を作らなくてはならない。
駆け込み寺では、年に数度会議を設けて学生スタッフの意見や要望を吸い上げると同時に、
教員からも想いを伝える機会を設けている。
最後にどのような学生をスタッフとして任命するかも考慮する必要がある。駆け込み寺
では明確な基準を設けていないが、下記３点が必要な素質であると考える。
①他者に教えることができる能力を有していること
②活動を通じて自身の能力を向上させる意欲を持つこと
③他者に貢献することに価値（喜び）を見出すこと
スタッフ任命時に全ての素質を兼ね備えている必要はないが、ピアサポート教育では上記
の素質を学生が養うことができるように、検討する必要があると思われる。
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４．大学教育におけるピアサポートの意義
少し視点をあげて、大学教育におけるピアサポートの意義を考えてみたい。
少子化により、多くの大学は多様な学力の学生を受け入れざるを得なくなっている。学
力の異なる学生を教育する場合、集団をレベルごとに分けて小集団を作り、各々の能力に
合わせて教育することが望ましい。しかしながら、教育への公的支出の低い日本において
潤沢な教員の数を確保することは容易ではない。また、大学には日々の学習を通じた専門
性のみならず、留学や就職といった課外活動についても一定の質を持つことが期待されて
いる。つまり教員や職員の方々の負担は増す一方といえる。
上記の問題の解決策の一つとしてピアサポートがあげられる。学生を教育の単なる受け
手として考えるのではなく、様々なフィールドで活躍している学生をスタッフに登用し育
成することで、教職員の負担を減らし教育の質を高めるという一見相反するテーマを両立
させることが可能となる。
５．最後に
今まで駆け込み寺の活動について述べてきたが、最後にピアサポートは教員の代わりに
学生であてがうという施策ではないことを強調したい。
現在、多くの大学では上意下達の講義形式がスタンダードになっているが、学生同士が
活発に議論して能動的に学ぶ機会はどれくらいあるだろうか？苦労してラーニングコモン
ズと呼ばれる施設や質問相談所を用意しても、学生がなかなか集まらなかったり、単なる
溜まり場となったりしていることに課題を感じている方もいるのではないだろうか？
予測困難な社会では、自分の頭で考えたことを表現し、他者と議論してより良い解を見
つける人材を育てる教育が必要とされる。幕末の混乱期に吉田松陰を中心に身分の隔てな
く様々な学問について活発に議論する教育を受けた志士が新しい社会を作った様に、教員
の方を中心に様々なバックボーンを背負った学生が専門や年次の分け隔てなく闊達に議論
して学ぶ教育が現代の日本に必要なのではないだろうか。
//この度、物理駆け込み寺を含む、立命館大学のピアサポートの取り組みがその一つの
答えとなりうると感じ、関東地区大学教育研究会にて発表させて頂きました。拙い発表、
文章に最後までおつきあい頂き、誠にありがとうございました。
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ユニバーサル化時代の大学におけるオープンキャンパスの役割
小島 理絵
（日本私立大学協会）
はじめに
大学が進学希望者等に対して教育・研究活動を説明し、施設・設備等の見学を受け入れ
る「オープンキャンパス」は、1980 年前後に一部の大学で始まり、現在はほとんどが開催
するようになった。大学がユニバーサル化時代を迎え、高大接続をはじめとする高等教育
改革が提唱・推進される中、今後、オープンキャンパスはどのような役割を果たしていく
のか。その発生から広く普及した現在までを振り返りながら、今後の役割について検討し
たい。
１．オープンキャンパスの展開
進学希望者を対象とした大学内での進学相談イベントの原点は、1978 年に独自の「進学
相談会」を開催した立教大学に見ることができる。旺文社が発行する進学情報誌「螢雪時
代」の 1978 年 11 月の広告欄に、立教大学が「立教告知板 101 立教大学で進学相談会―大
学構内を直接訪問し、入試担当者から進学相談を受けられる良きチャンス―」と題した広
告を出した。当時、同様の内容の広告は他を見ず、1979 年、1980 年においても同様であっ
た。また、螢雪時代が初めて進学相談イベントの記事を掲載するのは、1982 年のことであ
る。
その後、1988 年に立命館大学が「オープン・キャンパス」という名称で進学相談イベン
トを開催した。数年のうちに近隣の大学を中心に他大学でも「オープンキャンパス」とい
う名称が用いられるようになり、京都府内に所在する私立大学が開催日を統一して進学相
談イベントを開催する「オープンキャンパス in Kyoto」の開催を契機として、1990 年代後
半から、一般的に広く知られるようになった。
「オープンキャンパス」という語の一般化については、新聞記事における検索結果から
も確認できる。
図１、図２は、日本経済新聞デジタルメディアが運営する「日経テレコン 21」の記事検
索システムと、朝日新聞社が提供する「聞蔵Ⅱビジュアル」を使用し、
「オープンキャンパ
ス」と、同義語である「大学説明会」
「大学見学会」
「入試説明会」
「体験入学」
「キャンパ
ス見学会」の 6 つのキーワードを検索し、掲載年ごとにまとめたものである。
「オープンキャンパス」という語は、日経新聞では 1989 年、朝日新聞では 1991 年に初
めて登場し、1997 年ごろから増加し、現在はほぼ横ばいになっている。
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図１．新聞社 2 社の掲載記事件数の推移１
（オープンキャンパス、大学説明会、大学見学会、入試説明会、体験入学＆大学、キャンパス見学会 の合計）
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図２．新聞社 2 社の掲載記事件数の推移２
（オープンキャンパスのみ）

18 歳人口の減少と大学数の増加等を背景として定員割れの大学が増えていることから、
学生確保に苦労する大学が必死になって開催しているという指摘もあるが、黎明期にみら
れるオープンキャンパスの開催の目的は、その限りではない。
立教大学をはじめとして、1980 年代初頭からオープンキャンパスを始めた大学の多くは、
18 歳人口の増加期の中で、また偏差値という一点を基準に進路選択をする受験生が増加す
る中で、自大学で学ぶことに対して高い意欲を持つ学生を集めるため、自大学の情報をよ
り詳しく、より正確に伝える手段を模索した。その際、志望校として選択してもらうため
に、理解してほしいことは何なのか、自大学の何を伝えたいのかということを考えていた。
言い換えればそれは、「どんな教育を行いたいのか」
「どんな大学として社会に存在したい
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のか」ということを自らに問う作業でもあった。
大学時報 257 号（1997 年 11 月）
「魅力あるオープン・キャンパスの試み―大学の開放
化とオープン・キャンパス―」では、立命館大学教授で教学部長（当時）の薬師寺が、オ
ープンキャンパス実施の経緯を次のように報告している。
見学会を開催したのは大学が受験雑誌や入試相談会を通じて単に入試広報を行
うというだけでなく、立命館大学とはどういう大学で、どのような教育や学問研
究を目指しているかということを、実地に体験してもらうことによって、高い基
礎学力と多様多彩な能力・個性をもった全国のより多くの受験生に、一層自覚的・
積極的な立場から本学への進学を目指してもらいたい、という狙いからであった。
同時にこの見学会は、大学の「開放化」
、すなわち地域や社会に開かれ、かつ多様
な学生の需要に適合する大学づくりを目指すという、立命館大学の教学方針を具
体化する意義ももつものであった。
こうしたことから、小島（2007）は、
「奇抜なプログラムで受験生の関心を引き、参加者
を集めることではなく、原点に立ち返って自大学の教育、社会的存在意義を見直し、それ
を受験生に伝えることがオープンキャンパスのもつ役割」としている。
２．オープンキャンパスの変化
次に、近年のオープンキャンパスにみられる変化を概観する。
（１）開催時期
立教大学が初めて学内における進学相談イベントを開催したのは、キャンパスを会場と
した模試に合わせたことから、1978 年の 11 月であった。その後、全国からの見学者を受け
付けやすい夏季休暇期間に開催することが一般的になった。同時に、広く学外からの参加
者を受け入れる学園祭において説明会やキャンパスツアーを行うなど、秋季にも開催され
ていた。
しばらくすると、当該年度の初回を前期の授業期間中（5～6 月）に設定する大学が増え、
さらに 2000 年代半ばからは、次年度の受験生等を意識し、春季休暇期間に開催する大学も
増えてきた。現在はＡＯ入試の事前面談やエントリー、入学前教育などと連動し、年間を
通じて開催する大学もある。
（２）開催場所
筆者の定義では、これまで大学内で開催する進学相談のイベントを「オープンキャンパ
ス」としていた。これは、学内で開催する前から、合同説明会など、学外で進学希望者と
接するイベントは開催されており、学内で進学希望者に応対するようになったこと自体が
新規性のある取り組みだったためである。しかし最近では、
「オープンキャンパス in 〇〇
（地域名）
」などという名称で、地方会場を設け、学外で単独の説明会を開催する大学も現
れている。文字通りに解釈すれば、キャンパスではない場所における説明会が“オープン”
な“キャンパス”であるかという点に再考の余地はあるものの、1988 年に一大学で用いら
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れたイベント名称が、大学説明や進学に関する相談をするイベントを総称する言葉として
一般化してきた様子がうかがえる。
また、大学のウェブサイトで、オープンキャンパスの動画を配信したり、
“バーチャル”
オープンキャンパスとして、キャンパスの細部まで紹介したりする大学や、学外の説明会
会場で３Ｄスコープを用いてキャンパスの雰囲気を体感できるような試みをする大学も現
れている。
（３）運営の主体
教職員だけでなく、在学生がスタッフとして学内を案内したり、自身の入試の経験を話
したりと、直接、参加者の対応をする大学が増えている。
この在学生の関わり方は多様である。スタッフの募集においては、ゼミ担当教員等から
の推薦、学生自治会等への派遣依頼、学内公募及び選考、オープンキャンパスの実施を目
的とした学生団体・サークルへの委託、サービスラーニング等の授業内での実践などがあ
る。
在学生の裁量にも幅があり、リーダーシップを持ち、企画・準備・当日の運営等を担う
ケース、担当する教職員の指示に基づき業務にあたるケース、プログラムによってそれら
の方法を組み合わせるケースある。
（４）対象者
受験生、つまり高校 3 年生や浪人生を含めた当該年度の進学希望者を対象としたイベン
トから、同伴する保護者や高校教諭をも意識したイベントとなり、現在は高校１～２年生
及び中学生等をも含めて参加を受け付けている。同時に、高校の進路指導の現場でもそれ
を推奨している。
1980 年代には、地域住民を対象としたオープンキャンパスを開催する大学もあったが、
多くの大学にとっては進学希望者を対象としたイベントであった。2010 年代半ばから再び、
地域住民など、当該年度の進学希望者ではない者にも広く参加を呼びかける大学も現れて
いる。この他、小・中学生を対象としたサイエンスセミナーなどのプログラムを同時開催
し、進学希望者だけでなく家族での来場を促す工夫をする大学もある。
（５）プログラム
オープンキャンパスの主なプログラムは、大学説明、学部・学科説明、入試説明、模擬
授業・実験・実習、キャンパスツアー、研究室や図書館、体育施設などの見学のための施
設開放、個別相談等である。学部・学科毎に教室に分かれ、説明、模擬実習、ポスター・
パネル展示、個別相談等を一貫して行ったり、参加者の志望学科別にグループをつくり、
当該学科の在学生がキャンパスツアーをしたりと、複数の要素を組み合わせたプログラム
もある。また、入試制度の説明だけでなく、予備校等の外部講師を招いた入試問題の解説
等もある。
一方、参加者に対する「過剰なサービス」ではないかと指摘されるものに、スタンプラ
リーによる高額商品のプレゼント、学食メニューにない食事やデザートの提供、交通費・
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宿泊費の全額負担、バスによる長距離送迎などがある。いずれも金銭的なコストがかかる
割に、志望動機につながっているかどうかの効果測定はしにくい。これらがオープンキャ
ンパスにおいてどのような意味を持つのかは、その大学によって大きく異なる。
例えば、
「ケーキバイキング」は女子大学や女子入学者を増やしたい大学などで実施され
ることが多いが、製菓や調理に関する学科・コースを持つ大学において、学生が作るケー
キを提供したり、ＰＢＬ（Project/Problem Based Learning）や地域連携の一環として共
同開発商品や地元の銘菓を紹介したりするということであれば、学修の成果を発表する機
会として捉えられるであろう。また、
「食がコミュニケーションを深める」という観点から、
教職員や学生と小グループで話をする場に、会話の触媒として用意するということも考え
うる。”客寄せ”の手段に見えていないか、オープンキャンパスの目的に即した検討が求
められる。
３．ユニバーサル化時代の到来
立教大学が学内において進学相談イベントを開催し始めた 1978 年の我が国の大学進学率
は 38.4％（大学 26.9％、短期大学 11.5％）
、立命館大学が「オープンキャンパス」の名称
を使い始めた 1988 年の大学進学率は 36.7％（大学 25.1％、短期大学 11.6％）であり、2016
年には 56.8％（大学 52.0％、短期大学 4.9％）となっている（図３）
。

図３．18 歳人口と高等教育機関への進学率等の推移
（中央教育審議会将来構想部会第 3 回配布資料 参考資料１「高等教育の将来構想に関する資料」より抜粋）
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マーチン・トロウの高等教育システムの発展段階説では、該当年齢人口に占める大学進
学率 15％までをエリート型、15～50％をマス型、50％以上をユニバーサル・アクセス型と
している。これに照らせば、現在の我が国の高等教育はユニバーサル・アクセス段階を迎
えているといえるが、果たしてそうであろうか。
『高度情報社会の大学 マスからユニバーサルへ』
（Ｍ．トロウ著・喜多村和之編訳 2000）
において喜多村は、マス型からユニバーサル型への移行は、高卒後ストレートに進学する
という学校教育の延長的展開だけではなく、生涯学習型、リカレント教育型の展開を意味
しており、学生集団の年齢、性格、学力、進学動機、学習パターン、カリキュラム、就学
形態等々のあらゆる側面で、機能上、制度上、構造上の変化や多様化が生ずると解説して
いる。そして、日本の高等教育は学校教育的性格がつよく、生涯学習社会に向かうユニバ
ーサル型高等教育へとスムースに移行するとは必ずしも言えないが、そうした学校教育的
性格にとどまる限り、高等教育機関は成人、高齢者、パートタイム学生、職業人といった
「非伝統型」の学生市場を他の教育セクターや教育産業に奪われることになりかねないと
いうことを指摘している。
我が国の 25 歳以上の学士過程入学者の割合は 2.5％（2016 年）で、ＯＥＣＤ平均の 16.8％
（2014 年）を大きく下回る。また、学士過程において留学生が占める割合は 2.5％で、こ
ちらもＯＥＣＤ平均の 4.9％を下回っている。障害のある学生についても、全学生数の
0.86％（2016 年）である。
喜多村の指摘から約 20 年がたとうとしているが、学生集団ひとつとってみても、多様化
が進んでいるとはいい難い。ユニバーサル化時代を迎えてはいるが、ユニバーサル・アク
セス型（万人が希望に応じて生涯のいつかの時点で高等教育の機会がひらかれるようにな
るシステム）の高等教育にはなっていないのが現状である。
現在、政府は留学生 30 万人計画の遂行、社会人学び直しプログラムの認定、障害のある
学生の就学生支援に関する検討会報告（第二次まとめ）の取りまとめなど、さまざまな対
応を促している。さらに、2019 年 4 月には、新たな高等教育機関として、専門教育大学・
短期大学の開設が予定されている。大学体系には位置付けられているものの、いわゆる非
伝統型の学生を対象とした教育の展開が求められた教育機関である。
立教大学が学内での進学相談イベントを始めた 1978 年は、専修学校制度が発足した 1976
年から 3 年目にあたる。当時の高等教育の構造の変化が新たな大学のアクションを生んだ
のだとすれば、今後、我が国の高等教育機関がユニバーサル・アクセス型へと変化してい
くとき、大学のオープンキャンパスもまた、変化が必要なのではないだろうか。
４．オープンキャンパスの役割
学校教育法第 83 条第 1 項において「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとと
もに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目
的とする。
」と定められている。この目的の遂行には、学生の存在がなくては成り立たない。
オープンキャンパスは“学生”募集広報の手段のひとつとして開催されるイベントであり、
それは今後も変わらないであろう。
しかし、ユニバーサル・アクセス型に向けて、その学生をはじめとして高等教育の機能
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的、制度的、構造的転換が起こるのであれば、オープンキャンパスの在り方をも見直す必
要が生じるであろう。その視点として、次の３点を挙げたい。
第一に、対象者である。どのような学生を受け入れるのか、非伝統型の学生を受け入れ
るとすれば、自ずと対象は広がる。一方で、今後も 18 歳を中心とした学生のみを対象に教
育を行うことをミッションとするのであれば、それを明確に打ち出す必要がある。
第二に、運営の主体である。前述の通り、在学生があらゆる場面で活動をしている。数
年後のロールモデルとして参加者の進学意欲を喚起するだけでなく、在学生自身への教育
的効果を評価する報告もある（例えば、小田寛人、影山千恵美（2015）
、橋本佳美他（2011）
など）
。ただし、漠然と在学生に任せればよいということではなく、教職員が教育的視点か
ら協同して在学生をフォローする必要があるだろう。
第三に、内容である。中央教育審議会における高大接続や学習指導要領改訂の議論にお
いて「学力」の再定義がなされ、
「何を教えるか」よりも、
「何ができるようになったか」
が重要であると指摘されている。オープンキャンパスにおいても、大学教育・研究活動の
「何を伝える」かだけでなく、参加者が「大学の何を理解し、どのような行動をとる場に
するのか」という視点から構成を考える必要があるのではないだろうか。
そして、それに伴い、オープンキャンパスの成果は、受験母集団を増やすという「量」
ではなく、大学の教育・研究等を公開し参加者に伝えることにより、自大学で学ぶことに
対して高い意欲を持つ学生を集めるという「質」によって評価されるようになるべきだと
考える。
開催に至るまでの過程には、運営の主体である教職員及び学生だけでなく、トップマネ
ジメントを含む関係者が自大学の教育・研究及び社会的存在意義を見直すことが必要とな
る。オープンキャンパスはそうした機能・役割をも持ち合わせているといえるのではない
だろうか。
５．今後の課題
これまでに挙げたオープンキャンパスの変化や今後の役割は、筆者の論だけでなく、す
でに先駆的に取り組む大学の事例も交えている。今後はこうした事例をさらに収集し、大
学の規模や分野、所在する地域等によって整理することで、各大学がより良いオープンキ
ャンパスの在り方を見直す一助としたい。
また、本報告を行った関東地区大学教育研究会では、
「オープンキャンパスに参加した学
生が 4 年間どんな学生生活を送ったかをみることによって、オープンキャンパスの効果測
定ができるのではないか」
「そもそも、オープンキャンパスにどうやって来てもらうかを考
えている」
「大学の内側からみたオープンキャンパスについても考えてみてほしい。自大学
のミッションを見直す機会になるのではないか」といった質問やご意見をいただいた。い
ずれも重要な視点であり、引き続きオープンキャンパス及び学生募集広報に着目し、大学
に貢献できるような研究を続けていきたい。
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2017 年 9 月 9 日（千葉工業大学）
関東地区大学教育研究会 第 34 回研究会 総会資料
１．第 33 回研究会報告
第 33 回研究会は 2016 年 9 月 17 日(土)に大正大学巣鴨校舎にて実施されました。参加者は 33 名（発表者
含む）で報告書（39 頁）は各会員に送付されました。
２．記念誌の発行
本研究会の記念誌（アーカイブ）が完成し、各会員に送付されました。
３．会員動向
2017 年 4 月現在で、会員数は、団体会員 10 団体、個人会員 51 名（2016 年度中入会 2 名、退会 3
名）となりました。
団体会員は次の通りです。桜美林大学 川村学園女子大学 神田外語大学 敬愛大学
千葉工業大学、千葉大学 日本大学理工学部 明海大学 麗澤大学 立教大学
４．幹事会
第 1 回 2017 年 3 月 13 日（月）16:30～17:50、千葉工業大学新習志野校舎
第 2 回 2017 年 5 月 13 日（土）16:30～17:50、千葉工業大学新習志野校舎
第 3 回 2017 年 9 月 9 日（土）11:00～12:00、千葉工業大学新習志野校舎
幹事会構成員：出光直樹（横浜市立大学）
、上田忠憲（大正大学）
、内山宗昭（工学院大学）
、大西好宣（千
葉大学）
、佐々木一也（立教大学）
、菅野憲司（千葉大学）
、杉野俊子（工学院大学）
、谷合哲行（千葉工業大
学）
、鳥井康照（桜美林大学）
、中村文紀（日本大学）
、奈良雅之（代表幹事：目白大学）
、秀島武敏（会長：
桜美林大学）
、
５．2016 年度決算報告
別紙資料を参照ください。
６．2017 年度予算案
別紙資料を参照ください。
７．次年度役員について
2018 年度より会長を佐々木一也（立教大学）
、代表幹事を菅野憲司（千葉大学）としたい。
８．次年度の開催校
９．その他
以上
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関東地区大学教育研究会

2017/5/13幹事会 9/9総会
幹事（会計担当）： 出光 直樹

2016 （H28）年度決算
収入の部
項目

2016(H28)年 4月 1日 〜 2017(H29)年 3月31日
内訳

前年度繰越
会費

予算額

決算額

207,014
105,000
当該年度分

82,000

過年度分

1,000

次年度以降分

300

0

報告書売上

計

団体10件＋個人32件
個人1件
個人2件
-300

0

銀行利息

合

0
-20,000

2,000

雑収入

備考

差額(対予算）

207,014
85,000

0

312,314

292,014

-20,300

支出の部
項目

内訳

総会･研究会
印刷費
通信費
消耗品費
予備費
繰越
合 計

予算額

40,000
110,000
20,000
3,000
139,314
312,314

決算額

40,000
78,011
35,886
2,715
0
135,402
292,014

差額(対予算）

備考

0 大正大学
-31,989 報告書作成２回、記念誌１回
15,886 報告書＆案内、案内、報告書＆記念誌
-285 用紙、プリンターインク
-139,314
135,402
-20,300

2017(H29)年3月31日の現金・預金残高
現金
郵便振替
銀行預金

16,305
99,000 振替口座：00140-1-33841 関東地区大学教育研究会
20,097 三菱東京UFJ銀行西新宿支店 普通:5350756 ｶﾝﾄｳﾁｸﾀﾞｲｶﾞｸｷｮｳｲｸｹﾝｷｭｳｶｲ

2017 （H29）年度予算
収入の部
項目

2017(H29)年 4月 1日 〜 2018(H30)年 3月31日
内訳

前年度繰越
会費
雑収入
合 計

2016年度

207,014
105,000
300
312,314

2017年度

135,402
101,000
300
236,702

差額(対前年度）

備考

-71,612
-4,000 団体10件＋個人51件
0 報告書ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ1部
-75,612

支出の部
項目

総会･研究会
印刷費
通信費
消耗品費
予備費
合 計

内訳

2016年度

40,000
110,000
20,000
3,000
139,314
312,314

2017年度

40,000
35,000
20,000
3,000
138,702
236,702
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差額(対前年度）

備考

0 千葉工業大学
-75,000 報告書作成１回
0 案内２回、報告書１回
0
-612
-75,612
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