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設置の趣旨等を記載した書類 

 

ア 設置の趣旨及び必要性 

（１）経緯 

大学の沿革 

大阪大谷大学（以下、「本学」という）は、1909（明治42）年４月に開校した「大谷裁

縫女学校」を前身とし、1966（昭和41）年４月に文学部国文学科及び英文学科の１学部２

学科で開設された。大乗仏教の精神に基づく大学として「報恩感謝」を建学の精神に掲げ、

それを具体化する「自立」「創造」「共生」という教育理念の下、「学識、情操、品性に

すぐれた人材を育成し、もって社会の発展と文化の向上に寄与する」（大阪大谷大学学則

第１条）ことを社会的使命としてきた。 

 その後、本学は、上記の基本理念に則りつつ、社会の動向に応じて、本学が取り組む教

育研究の内容と範囲を拡充する努力を続け、今日では文学部（日本語日本文学科、英米語

学科、文化財学科）、教育福祉学部（教育福祉学科）、人間社会学部（人間社会学科）、

薬学部（薬学科）、短期大学部（生活創造学科）の５学部７学科を設置するに至った。ま

た、2006（平成18）年には、薬学部の新設を契機として、これまで培ってきた女子教育の

長い伝統を基盤としながら、男子学生にも門戸を開き、共学の道を歩み始めている。 

 大学院は、1975（昭和50）年４月に文学研究科に修士課程を設置して以来、現在、文学

研究科に３専攻（国語学国文学専攻、英語学英米文学専攻、文化財学専攻）からなる修士

課程・博士課程を開設している。 

 以上のとおり、学園創立以来、100余年の歴史のなかで研鑽を積んできた教育研究の伝統

と、女子単科大学から男女共学の総合大学へという最近の進化を通じて、本学はとくに関

西地域における社会の発展と文化の向上に対して大きな貢献を果たしてきた。 

 

人間社会学部人間社会学科の沿革とスポーツ健康分野の取組 

 人間社会学部（以下、「本学部」という）人間社会学科の前身は、2000（平成12）年４

月に開設した文学部コミュニティ関係学科である。コミュニティ関係学科の設立は、急速

に変化する地域社会とそこから生まれる多様なコミュニティを研究対象とし、理論的・实

践的な学習を通じて社会の課題に積極的に関わることができる人材の育成を目的とし、４

領域（①地域ネットワーク、②情報コミュニティ、③図書館文化、④コミュニティスポー

ツ）を設け、学生と社会のニーズに応えてきた。とくにコミュニティスポーツ領域は、近

年における生涯学習社会の広がりのなかでスポーツ活動に焦点をおき、幼・尐年期の各種

地域スポーツクラブ・団体の活動から、中・高年における余暇時間の生きがいづくりや心

身の健康維持・増進を目指すウエルネス活動に至るまで、幅広くコミュニティスポーツや

社会体育の観点から教育研究に取り組み、地域のスポーツ活動を率いる指導者の育成に努

めてきた。 

 その後、2005（平成17）年４月に開設された本学部人間社会学科においては、「人と社

会」の新しい関係を科学の視点から探究することを通して、自立しながらかつ他者と共生
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できる、社会に有為な人材を育成することを目的とし、①コミュニティ（地域・国際）、

②情報・ビジネス、③心理・カウンセリング、④健康・スポーツの４コースを設けた。と

くに健康・スポーツコースにおいては、後に詳述する「社会研究实習」をつうじた地域と

の協働やコース間の学際的な連携により、实践的な能力・スキルを高め、理論的な知識を

広げるという学科の特色を生かしながら、地域社会におけるスポーツ指導活動はもとより、

学校におけるスポーツ活動や健康教育にまでその教育研究対象を広げ、生涯にわたる人々

の健康維持・増進やスポーツの発展に寄与・貢献できる専門性を有する指導者の養成を目

的とするようになった。具体的には、新たに中学校教諭１種免許状（保健体育）、高等学

校教諭１種免許状（保健体育）の教職課程を設置し、カリキュラムには学校教育指導にか

かる部分を付加した。生涯にわたって健康な身体と心を育成するためには、まずは、心身

が顕著な成長をとげる中学生・高校生の時期に「心と体を一体としてとらえ、健康・安全

や運動についての理解と運動の实践を通して、生涯にわたって積極的かつ計画的に運動に

親しむ資質や能力を育成する」（学習指導要領）ことが不可欠だと考えたからである。 

 

（２）学科に改組する必要性 

 本学部人間社会学科及びその健康・スポーツコースは、設置から７年が経ったことから、

あらためて最近の社会・政策の動向と学生のニーズを確認するとともに、「2009年度人間

社会学部卒業生アンケート」【資料１】を实施し、より包括的に本学部の教育研究活動を

検証した。結果、以下に記す２つの理由から、人間社会学部人間社会学科健康・スポーツ

コースを人間社会学部スポーツ健康学科に学科改組し、子どもから中高齢者、健常者・障

がい者、初心者からアスリートにいたるまで、多様なスポーツ活動を支援し、地域で包摂

的なスポーツ文化の構築を担う人材の育成をねらいとする「地域スポーツコース」と、健

康づくり対策という疾病の一次予防を担う運動指導者養成を意図した「健康運動コース」

を設けるべきであると判断した。 

 

学生ニーズの多様性とより制度化された対応の必要性 

 人間社会学科健康・スポーツコースのこれまでの経験によると、学生のスポーツ健康分

野における希望進路は多様である。具体的に言えば、競技選手育成のための指導者、スポ

ーツ用品メーカーの社員、中学校・高等学校の保健体育教員、アスレチッククラブやフィ

ットネスクラブにおける中高年向けの指導者、生涯スポーツ推進等をつうじた健康増進を

タスクとした部署に勤務する公務員等である。实際、過去には、卒業生アンケートにおい

ても、異なる進路に対応した「より専門的なことを学べるようにして欲しかった」という

声もあった。 

 他方、これまでの健康・スポーツコースにおいては、上記のような多様な学生ニーズに

は当該コースが提供する１つのカリキュラムのなかで一律に対応してきた。換言すれば、

その対応は個々の教員によるアドホックなもので、制度的に保障するというものではなか

った。 

 したがって、今後は、学生ニーズの多様性に沿って可能なかぎり丁寧に分けられた専門
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教育カリキュラムを制度として用意し、それに基づき学習機会を提供することが求められ

る。具体的には、スポーツ健康分野におけるニーズの多様性に応じて２つのコースを設け

るとともに、それぞれに履修モデルを整備することが求められている。 

 

社会・政策の動向と教育内容の拡充の必要性 

 上述のように、人間社会学部人間社会学科健康・スポーツコースは、その前身である文

学部コミュニティ関係学科コミュニティスポーツ領域の頃からすでに、「スポーツ」を多

義的にとらえ、教育研究活動を实践してきた。すなわち、「スポーツ」には、分断しがち

な現代社会におけるコミュニティにおいて社会関係資本の醸成に貢献するという社会的な

側面や、総人口の４分の１が65歳以上となる超高齢社会が到来し、生活習慣病対策が重要

となるなかでスポーツが人々の健康維持・発展に大きな役割を果たすという健康・福祉上

の側面、子どもの体力が低下する状況においてスポーツが人間の身体発育と人格形成に重

要な位置を占めるという教育的な側面、さらにはスポーツ産業が創出する雇用やスポーツ

が持つ医療・介護費抑制といった経済財政的な側面があると理解し、「スポーツ」概念の

多義性と現实社会における機能の多様性を意識した教育研究活動を展開してきた。 

しかし、スポーツ健康分野における最近の政策動向をより詳細に検討すると、2005（平

成17）年４月の健康・スポーツコース設置後、新健康フロンティア戦略賢人会議（内閣官

房長官主宰）が取りまとめた「新健康フロンティア戦略～健康国家への挑戦～」（2007（平

成19）年４月）や文部科学省の「スポーツ立国戦略―スポーツコミュニティ・ニッポン―」

（2010（平成22）年８月）などの政策が策定され、民間企業の活動や自治体・地域レベル

での实践へとつなげられるようになってきている。今後は、そうした政策動向と具体的な

取組に鑑み、エヴィデンスに基づいた運動処方を行い、個人の健康实現の支援に求められ

る縦の深さや、地域においてスポーツ文化を振興し、人々をつなぎ活力に満ちた社会を構

築する活動に携わるための横の広がりを備えた教育カリキュラムの整備が必要である。 

また最近は、栄養や食生活分野との関係に踏み込んだ政策や提言が増える傾向がある。

たとえば、すでに言及した「新健康フロンティア戦略」はもとより、2008（平成20）年に

開始された「特定健診」制度のなかで行われる「特定保健指導」でも、運動指導とともに

栄養指導が行われている。また、子どもたちを指導する学校現場の体育に注目しても、2008

（平成20）年１月の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支

援学校の学習指導要領の改善について」において「食育」を「生きる力」の基盤の一つと

して位置づけるようになっている。さらに、スポーツ活動を支援する場面では、科学的な

根拠に基づき、個人の栄養管理能力の向上を可能にする支援者が求められている。したが

って、これまでどおり社会学・社会福祉学を軸にした「学際性」を追究するものの、その

「学際性」の内容には栄養学分野の基礎を付加し、さらに充实した学際性を持つ教育カリ

キュラムの編成が求められている。 

 

（３）学科が取り組む学問領域とそこで養成する新たな人物像 

学問領域 
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 上述のように、本学部は、その前身の文学部コミュニティ関係学科以来、スポーツ健康

が個人と社会に与える多様な機能に注目してきた。また、昨今の社会的ニーズや政策の動

向はもとより、スポーツ健康に関する研究動向を見ても、たとえば日本体育学会には、社

会学、心理学、経営学、社会福祉学、教育学等との学際性をもった専門分科会が設けられ

ている。そのため、新たに設置する本学部スポーツ健康学科においても「社会学・社会福

祉学関係」との学際性を重視しながら「体育関係」の教育研究活動に取り組んでいく。 

 

人材育成目標 

スポーツ健康学科は「スポーツを通じて、人が生涯にわたり健康で豊かな生活を送るた

めの支援に必要な知識及び技能を修得し、加えて「人と社会」の関係を科学の視点から探

求することにより多角的にスポーツにかかわり、社会の発展に寄与する人材を養成する」

（大阪大谷大学学則第３条第２項（３）【資料２】）ことを教育目標として掲げている。 

 より具体的には、コースごとに記した、以下のような人材の輩出を目標とする。 

 

【地域スポーツコースの目標】  

「スポーツ立国戦略」には、スポーツ文化の定着にとって①生涯スポーツの充实、②競

技力の向上、③生涯スポーツと競技スポーツの連携の３点が必要であると記されている。

地域スポーツコースでは、この戦略に応じ、ライフステージとさまざまな競技レベル、障

がいの有無・程度等に応じたスポーツ機会を提供し、地域におけるスポーツ振興を支援す

る人材、具体的には、総合型地域スポーツクラブを中心としたスポーツ環境で、子どもか

ら中・高年者にいたる幅広い年齢層及び健常者・障がい者、初心者・アスリートを対象と

したスポーツ機会の充实を支援し、地域社会におけるスポーツ文化の構築を推進する人材

を養成する。 

 

【健康運動コースの目標】  

厚生省（当時）による「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」（2000（平

成12）年３月）を中核とする国民の健康づくり・疾病予防施策、さらに戦略を積極的に推

進するために用意された「健康増進法」（2002（平成14）年８月公布）によると、身体活

動・運動は人々の健康維持・増進に大変重要な役割を占めている。これは、栄養・食生活

管理指導を合わせることにより、メタボリックシンドローム対策を含めた生活習慣病予

防・改善にさらに効果がある。健康運動コースは、人々の健康維持・増進や疾病予防への

貢献をその使命とし、健康運動の体系的な知識と栄養管理の基礎知識、高い实践力を備え

た健康運動の指導者を養成する。 

 

【両コースにまたがる目標】  

地域スポーツの支援者は各種スポーツ指導技術を備え課外活動指導に精通した専門家で

あり、健康運動の指導者は心身の機能発達や疾病予防のスペシャリストである。他方、今

日の保健体育教員は、生涯にわたって健康な生活を送るための心身の基盤を確立するとと
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もに、生徒の成人後は総合型地域スポーツクラブや民間の健康増進施設のサービスへとつ

なげることが求められている。そのため、本学部スポーツ健康学科は教職課程を設け、そ

こで保健体育教員として学校における指導のための専門知識を身につけつつ、上述２コー

スのいずれかにおいて、エヴィデンスに基づいた健康運動指導、もしくは幅広い対象・ニ

ーズに応じたスポーツ活動支援等に関する専門知識を修得し、より幅広い視野と高い实践

力ある教員を養成する。 

 

（４）過去の人材養成実績 

過去、本学部及びその前身がどのような人材を輩出してきたか、卒業生の就職率をまと

めたのが以下の表である（詳細は【資料３】を参照のこと）。表は、2005（平成17）年か

ら2008（平成20）年までの４年間が文学部コミュニティ関係学科の就職率、2009（平成21）

年と2010（平成22）年が人間社会学部人間社会学科のそれを示している。文学部コミュニ

ティ関係学科の４年間の平均就職率は84.7％、人間社会学部人間社会学科の２年間も

85.7％であり、近似した傾向が見て取れる。  

なお、文学部コミュニティ関係学科の学生のなかでコミュニティスポーツコースの学生

は学科全体の29.9％（2008（平成20）年３月卒業までの平均）、人間社会学部人間社会学

科健康・スポーツコースの学生は学科全体の57.4％（2009（平成21）年３月卒業生と2010

（平成22）年３月の卒業生の平均）である【資料４】。 

 

文学部コミュニティ関係学科・人間社会学部人間社会学科の就職率 

 2005(H17)

年3月 

2006(H18)

年3月 

2007(H19)

年3月 

2008(H20)

年3月 

2009(H21)

年3月 

2010(H22)

年3月 

平均 

卒業者 49 46 39 56 135 156 80.2 

就職希望者(A) 29 36 33 47 113 115 62.2 

就職者(B) 23 30 28 43 100 95 53.2 

就職率(B/A) 79.3 83.3 84.8 91.5 88.5 82.6 85.0 

 

あわせて、人間社会学部人間社会学科卒業生の主な就職先を記す。 

 

＜主な就職先＞ 2005（平成17）年３月以降の卒業生 

公務員 

高野口役場、奈良県教育委員会、奈良県職員（警察行政）、河内長野市消防本部、大阪府

警、柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 

 

公立学校教員 

大阪市狭山中学校学習支援員、川北町小学校司書、松原市第四中学校不登校支援員、大阪

市大和川中学校講師、大阪府立藤井寺支援学校講師、有田市立初島小学校講師、橋本市立

三石小学校講師、河内長野市立西中学校講師、堺市立上神谷支援学校講師、和歌山県みく
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まの支援学校講師、大阪府立砂川高等学校講師、堺市立美原中学校講師、宝塚市立鷹司中

学校講師、東大阪市立柏田中学校講師、大阪市立堀江中学校講師、八尾市立曙川中学校講

師、紀の川市立貴志川中学校講師、大和郡山市立郡山中学校講師、橋本市立紀見小学校講

師、藤井寺市立第三中学校講師、堺市立津久野中学校講師、大阪府立八尾支援学校東校講

師、大阪府立豊中支援学校講師、大阪市立住之江中学校講師、東大阪市立花園中学校講師、

福知山市夜久野中学校講師、寝屋川市立第二中学校講師、奈良県立大和広陵高等学校講師、

和歌山市立西和中学校講師、大阪府立平野高等学校講師、堺市立美原西中学校講師、堺市

立美原台中学校講師、茨木市立天王中学校講師、堺市立新湊小学校講師、大阪府立富田林

支援学校講師、野田市立木間ケ瀬中学校教諭、松原市立松原第三中学校教諭 

 

スポーツ施設・企業等 

大和ハウス工業㈱、㈱きんでん、ミズノ㈱、㈱シンドウ工業、浅井硝子㈱、㈱近鉄百貨店、

㈱フランドル、東輝産業㈱、大阪市信用金庫、但馬信用金庫、都ホテル大阪、ホテル日航

大阪、JA和歌山、柏原計器工業㈱、池田金属工業㈱、サンケイマネージメントサービス㈱、

カネボウ化粧品販売㈱、㈱サンエー・インターナショナル、大阪信用金庫、西日本旅実鉄

道㈱、難波別院、㈱スタジオアリス、㈱栄光堂セレモニーユニオン、(財)和歌山スポーツ

振興財団、道北中小企業協同組合、八光電子工業㈱、㈱日本海フーズ、㈱JR西日本デイリ

ーサービスネット、㈱ホンダクリオ南海、阪神食品㈱、日本マクドナルド㈱、成協信用組

合、㈱泉州銀行、㈱三井住友銀行、西日本電信電話㈱、ブルー・エキスプレス㈱、㈱ザ・

ビッグスポーツ、トランスコスモス㈱、パナソニック情報システム㈱、トヨタ自動車㈱、

㈱オンワード樫山、富士通テン㈱、内外電機㈱、大日本印刷㈱、ニューレジストン㈱、㈱

東幸電機製作所、イオン㈱、大阪トヨペット㈱、㈱宮脇書店、㈱玉屋、愛眼㈱、㈱アシッ

クスビジネスアテンダント、永和信用金庫、富士火災ビジネスソリューションズ㈱、住友

不動産リフォーム㈱、㈱コナミスポーツ＆ライフ、(財)健康管理・開発センター、中央コ

ンピューター㈱、コムテック㈱、大阪市農業協同組合、立川ブラインド工業㈱、㈱河合楽

器製作所、㈱小久保工業所、㈱ワコール、㈱ケーニヒスクローネ、フーセンウサギ㈱、日

本ペイント㈱、㈱デサント、㈱ジャパンビバレッジ、㈱小間久商店、大阪ダイハツ販売㈱、

タキヒョー㈱、大阪日産自動車㈱、トリンプ・スタッフ・サービス㈱、パル㈱、㈱ワール

ドストアパートナーズ、東海キヨスク㈱、㈱ヒカリスポーツ、㈱大正銀行、㈱南都銀行、

㈱紀陽銀行、きのくに信用金庫、東予信用金庫、太陽建機レンタル㈱、非破壊検査㈱、大

阪南農業協同組合、大阪赤十字病院、(特医)生長会、(特医)大道会、(医)三慧会、(医)成仁

会、中央電力㈱、㈱オム印刷、大和冷機工業㈱、マルウ接着㈱、㈱日東印刷、㈱スズケン、

トクダ㈱、奈良ダイハツ㈱、㈱ホンダ泉州販売、㈱イレブン、旭食品㈱、㈱オークワ、㈱

キタムラ、㈱エアーテック、三宝電機㈱、近鉄住宅管理㈱、㈱中国銀行、㈱乗馬クラブク

レイン、㈱マルハン、㈱キッコーマン・マーケティングセンター、ありだ農業協同組合、

紀北川上農業協同組合、センコー㈱、(医)生登会、(医)仁人会、(医)医真会、(医)翔永会、(医)

仁栄会、(医)孝生会、㈱青山ケアサポート、帝燃産業㈱、㈱進学ゼミナール、㈱コスモ・

スポーツクラブ 
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＜その他の進路＞ 

大学院（神戸大学国際協力研究科、順天堂大学スポーツ健康科学研究科）、大学、専門学

校、留学、再度教職受験者、再度公務員受験者等 

 

（５）学生確保の見通し 

これまでの健康・スポーツコースを含む本学部人間社会学科は入学定員を120名で設定し

ていたが、今後は、本学部人間社会学科の入学定員を80名、スポーツ健康学科を100名、し

たがって学部全体としては180名に設定する。 

本学部スポーツ健康学科の学生確保については、確かに、本学学生の多くが出身地とし

ている関西地区においてはスポーツ健康系の学部・学科が増加しており、現在では13の大

学にスポーツ健康分野の学部・学科が存在し、入学定員は合計で2360人となっている【資

料５】が、上述のようなスポーツ健康に関する社会的・政策的な動向はもとより、これま

での入試实績から、今後も一定の倍率を出しながら入試を实施し、定員どおりの学生確保

が可能であると考えている。 

以下の表は、2005（平成17）年から2010（平成22）年までの本学部の志願状況を表した

もので、この間、平均で5.04倍という倍率を保って入試を实施してきたことを示している

（詳細は【資料６】を参照のこと）。本学部においては入試段階・初年次ではなく２年次

からコースに分かれるため、实際に何人の受験生が入試段階においてスポーツ健康分野を

志望してきているのか、正確な統計が存在しないが、2005（平成17）年度から2010（平成

22）年度までの本学部人間社会学科への入学生のうち57.2％（【資料４】）が健康・スポ

ーツコースを選択・所属していることから、過去６年の志願者数平均605人のうち350人程

度の受験生が本学のスポーツ健康分野を志望してきていると計算され、したがって、定員

を100名と設定しても3.5倍の志願倍率が確保できるものと予想される。また、实際には学

科化によって受験生やその保護者、高校教員による本学部スポーツ健康学科の取組に対す

る認知が向上することから、より高い倍率をもって学生確保が可能であると思料される。 

 

人間社会学部人間社会学科の志願状況 

 入学定員 志願者 志願倍率 入学者 

2005(H17)年 120 411 3.43 154 

2006(H18)年 120 988 8.23 163 

2007(H19)年 120 651 5.43 149 

2008(H20)年 120 486 4.05 156 

2009(H21)年 120 507 4.23 145 

2010(H22)年 120 584 4.87 158 

平均 120 605 5.04 154 

 

イ 学科の特色 

 中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像（答申）」（2005（平成17）年１月）は、
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高等教育のユニバーサル化やそれに伴う学習者のニーズの多様化等を背景として、各大学

がそれぞれの特色を生かして教育研究活動を展開することがより効果的に社会全体の発展

につながると指摘している。そして、大学の機能として、世界的研究・教育拠点から社会

貢献機能まで７つの基本的機能を列挙している。このうち、本学部スポーツ健康学科が果

たすのは、これまでの实績や新たに設定された学科教育目標等に鑑み、主に以下の３つの

機能であると考える。 

 

特定の専門分野（芸術、体育等）の教育・研究 

本学部スポーツ健康学科は、スポーツをつうじた個人の健康維持・増進と社会の発展を

目的としてスポーツ健康学を軸に教育研究活動を展開するものであり、当該学科の機能は

第一義的に「特定の専門分野（芸術、体育等）の教育・研究」を追究することにある。そ

のために、既述のように、本学部スポーツ健康学科はスポーツ健康分野での職業選択に求

められる知識や態度を身につける職業教育プログラムを準備している。  

また、スポーツ健康学がその射程とする社会や個人の諸課題について研究を行い、改善

策を提示していくことは、学科の社会的使命である。それゆえ、スポーツ健康学科は、設

置と同時に、学内に「大阪大谷大学スポーツ健康学会」を創設しここでの研究活動を軸に

しつつ、教員が所属する学外の学会・研究会や自治体の委員会等の場で積極的に研究活動

の成果を社会に還元していく。 

 

大阪大谷大学スポーツ健康学会の主要活動予定 

時期 項目 説明 

毎年９月 人間社会学会・スポーツ健康学会

共同教員研究計画発表会の開催 

人間社会学科・スポーツ健康学科双方の教員が、最

近の研究動向一般と自身の研究成果を踏まえ、今後

数年間で取り組む研究テーマと計画を発表する 

毎年２月 年次学会・研究発表会の開催 学生が「社会研究实習」と「卒業研究」の成果を発

表するとともに、スポーツ健康学科の教員が専門分

野の最新研究動向を紹介したり、自分の最近の研究

について発表したりする 

毎年１～２月 『大阪大谷大学スポーツ健康学会

誌』の発行 

スポーツ健康学科の教員及び学生が論文を執筆・寄

稿する 

※「社会研究实習」については「コ」や「ニ」における記述を参照のこと。 

 

幅広い職業人養成 

 他方、中央教育審議会による答申「学士課程教育の構築に向けて」（2008（平成20）年

12月）や「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（2011（平成

23）年）1月）にもあるように、高等教育がユニバーサル化するなか、将来の職業選択に関

する明確なイメージをもたないまま大学に入学してくる学生も多い。そのため、本学部ス

ポーツ健康学科では、スポーツ健康分野を軸とするものの、より時間的余裕と幅広い視野

をもった職業選択が可能になるよう、２年次コース選択制を採用している。また、後でも

詳述するように、本学部スポーツ健康学科では「多様な職業に対応し得る、社会的・職業
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的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度」（中央教育審議会「今後の学校におけるキ

ャリア教育・職業教育の在り方について」）を身につけるために、全学的なキャリア教育

に加え、学部独自の「キャリア教育プログラム」を展開する予定である。 

 

社会貢献機能（地域貢献・産官学連携、国際交流等） 

 また、本学部は、従来から、社会貢献を大学の教育研究活動の不可欠な部分であると考

えてきた。そのため、人間社会学科健康・スポーツコースもさまざまな取組を行ってきた

【資料７】。近年では、従来見られる学外での講座への講師派遣や自治体が設ける委員会

への委員派遣を超えて、2009（平成21）年以来、毎年、公開講座の枠組みを利用して「メ

タボ予防のための運動教室」を開催し、学内にあるウェルネスセンターを地域住民に開放

しながら６ヶ月という長期にわたり指導を行ったり、「中・高校生のためのソフトボール

教室」や「中・高生のためのバレーボール教室」では本学が位置する南大阪地域の中学校・

高校生を本学グラウンドや体育館に招いて指導を行ったりするなど、施設・設備の地域開

放と本学知的リソースの地域還元を組み合わせた社会貢献活動を展開してきている。さら

に、国際交流分野では、文部科学省国庫補助事業「日韓スポーツ交流事業」の資金を利用

して、韓国の尚志（サンジ）大学と交流し、親善試合を行い、社会貢献の国際化を図って

いるところである。スポーツ健康学科は、このような人間社会学科健康・スポーツコース

の伝統を基盤としつつ、今後、さらに連携団体の多様化や南大阪地域をカバーする形での

広域化、国際化を図り、効果評価にも取り組みながら社会貢献活動を拡充させていく予定

である。 

 

ウ 学科の名称及び学位の名称 

スポーツ健康学科は、人間社会学部人間社会学科の伝統を継承し、「人と社会の関係を

科学の視点から探求することにより（中略）社会の発展に寄与する人材を養成する」こと

を目標として掲げていることから、学部名はこれまで通り「人間社会学部」とし、「スポ

ーツを通じて、人が生涯にわたり健康で豊かな生活を送るための支援に必要な知識及び技

能を修得」することを目指すため、学科名を「スポーツ健康学科」とする。 

学位及び学位に付記する名称は、本学部スポーツ健康学科で学び、身につけた知識や技

能の内容をより正確に反映し、实社会でそれらを活かしやすくすることを意図して、新た

に「学士（スポーツ健康学）」とする。 

学部・学科・学位についての英語表記は、以下のとおりである。 

 

学 部：人間社会学部 Faculty of Human and Social Sciences 

学 科：スポーツ健康学科 Department of Sports and Health Sciences 

学 位：学士（スポーツ健康学） Bachelor（Sports and Health Sciences） 

 

エ 教育課程の編成の考え方及び特色 

（１）教育課程の概要 
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上述のような教育目標を達成するために、スポーツ健康学科では「幅広い教養教育を基

盤として、専門教育としてはスポーツ健康学を軸とし、社会学・社会福祉学の基礎を身に

つけさせる。さらに、スポーツ健康と密接にかかわる栄養分野を学ばせながら、より専門

性を高めた地域スポーツコースと健康運動コースを設置し、それぞれスポーツ振興のため

の支援力、健康の維持・増進のための指導力を体系的・实践的に修得させる」というカリ

キュラムポリシーを策定し、これに基づき、教育課程を設計している。 

具体的には、その教育課程は、学部・学科を横断する形で開講される「共通教育科目」

「キャリア教育科目」と、学科独自で開講される「専門教育科目」という２つの部分から

構成される。そのうち、「共通教育科目」と「キャリア教育科目」とは、既述した本学の建

学の精神及び教育理念に基づき社会の発展と文化の向上に寄与しうる人材育成を行うとい

う本学の社会的使命に基づき、社会人・市民として必要な幅広い教養を身につけるととも

に、汎用的な能力・スキルの向上を図ることをねらいとして設置されている科目群である。 

「専門教育科目」とは、言うまでもなく、それぞれの学科が扱う分野において将来活躍

するために求められる考え方や基本的な知識・スキルを学習するためのもので、学科及び

コースの教育目標に応じた教育課程を体系的に編成している（【資料８】も参照のこと）。 

 

人間社会学部スポーツ健康学科の科目体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各科目区分の編成方針・特色 

共通教育科目 

キャリア教育科目 

専門教育科目 

必修科目 

選択科目（外国語） 

選択科目（人文科学系・社会科学系・自然科学系） 

全
学
的
な
科
目 

スポーツ健康系 

必修科目 

实技科目 

発展科目 

基幹科目 

コース共通科目 

人間社会系 

社会人基礎力系 

コース必修科目 

コース選択必修科目 

学
科
の
科
目 

学部必修科目 

学科必修科目 

コース共通選択科目 
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 以下、スポーツ健康学科の教育課程の編成方針及び特色について、上述の科目区分にそ

って詳説する。 

 

共通教育科目の編成 

 中央教育審議会がその答申「我が国の高等教育の将来像」のなかで知識基盤社会におい

て高等教育レベルでの教養教育の総合的充实が必要であると指摘しているように、本学に

おいても、従来から教養教育を重視し「共通教育科目」を設置してきた。とくに近年は本

学の総合大学化に伴い、さまざまな学部学科の教員が多岐にわたる分野の授業科目を開講

するようになっている。 

スポーツ健康学科においても、「共通教育科目」を学士課程の導入として位置づけるとと

もに、２～３年次にも配置することで、二次元的な広がり、すなわち多領域の授業科目を

提供するという意味での横の広がりと、入門的な科目のみでなく内容を深化させた科目を

提供するという意味での縦の深さ双方が可能になるよう条件を設けて履修させる。より具

体的には、「共通教育科目」は「必修科目」と「選択科目」から構成され、「選択科目」は

さらに「外国語」「人文科学系」「社会科学系」「自然科学系」に細分されているが、それぞ

れの科目区分から一定の単位数を取得するよう条件づけることで、学生にはより幅広くあ

るいは深く教養を身につける機会を提供する。以下、それぞれの科目区分の目的・機能や

科目構成を述べる。 

 

【必修科目】 

 「必修科目」には、大乗仏教の教えを礎とした本学の建学の精神及び教育理念をもとに、

すべての学生の知識と豊かな人間性を涵養すべく「宗教学 A」「宗教学 B」を配置する。ま

た、生涯を通じて知・徳・体をバランスよく育み、維持する契機を提供するために「体育

（講義を含む）」を、現代社会で必要となる情報活用能力を育成するために「コンピュータ

技術基礎Ⅰ」を配置している。 

 

【選択科目（外国語）】 

 「選択科目」のうち「外国語」は、グローバル社会におけるコミュニケーション能力を

育成するために設けられている。具体的には、「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」

「朝鮮語」「日本語」（留学生のみ対象）のそれぞれにⅠ・Ⅱを配置し、２カ国語を各２科

目履修することを卒業要件に組み込んでいる。 

 

【選択科目（人文科学系・社会科学系・自然科学系）】 

 外国語に関する科目を除く「選択科目」については、学生が関心をもつ分野についての

知識を深化させたり、さまざまな分野を横断的に学んだりすることを可能とするため、３

つの科目区分「人文科学系」「社会科学系」「自然科学系」を設定し、各区分において授業

科目を展開している。学生にはそれぞれの区分から必要単位数を取得することを求め、広

範な教養を身につけるようにしている。 
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キャリア教育科目の編成 

 中央教育審議会が「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」に

おいて指摘するように、本学も、産業構造や雇用システム、高等教育のユニバーサル化等、

社会経済システムや大学をめぐる環境の変化を踏まえ、キャリア教育がその重要性を増し

ているとの認識をもち、これまでもさまざまな方策を模索してきた。その結果の一つとし

て、本学では、勤労観・職業観や社会人・職業人に求められる基礎的な技能、とりわけ日

本語による表現能力の開発を軸にした、全学共通の「キャリア教育科目」を設置している。 

この「キャリア教育科目」においては、「キャリア教育Ⅰ」「キャリア教育Ⅱ」「キャリア

教育Ⅲ」を１～３年次に設置し、学生の勤労観・職業観、表現力等、キャリアプランニン

グに資する授業を展開するほか、とくに文章力養成のための「文章表現 A」、教育職をめざ

す学生のキャリア形成を支援するいくつかの科目を設置している。なお、この科目区分に

おける授業科目で習得した単位は、上限を定めて卒業単位に組み込むことを可能としてい

る。 

 なお、スポーツ健康学科を含む本学部独自のキャリア教育としては、専門教育科目の基

幹科目のなかに「社会人基礎力系」という科目区分を設けてさらに手厚いキャリア教育を

行うことになっているが、これについては後述する。 

 

専門教育科目の編成 

 「専門教育科目」においては、スポーツ健康学科の根幹となるスポーツ健康学の基礎や、

本学部スポーツ健康学科がスポーツ健康学の「学際的隣接領域」と呼ぶ社会学・社会福祉

学・生涯学習論・栄養学の基礎を学ぶための「基幹科目」、地域におけるスポーツ振興のた

めの支援力や健康の維持・増進のための指導力を体系的に修得するための「発展科目」、さ

らに、各種競技スポーツの技術やその指導方法を学ぶことを目的とする「实技科目」の３

つを、科目区分として設定している。以下、それぞれの区分における教育課程の編成につ

いて詳述する。 

 

【基幹科目】 

 基幹科目は、「必修科目」及び「コース共通科目」から構成される。 

 

① 必修科目 

スポーツ健康学に学際領域からの観点を加える目的で、学部内共通の科目区分となる「学

部必修科目」を設置し、次のような講義科目及び演習科目を展開している。 

１年次においては「人間と社会 A」「人間と社会 B」を設置する。前者は本学部の専任教

員７名（スポーツ健康学科の専任教員３名を含む）、後者はスポーツ健康学科の専任教員３

名によるオムニバス形式の授業であり、学生に身近な社会現象を多分野から論じる授業内

容とすることで、本学部及びスポーツ健康学科が重視する多角的なものの見方・科学的な

ものの見方を養うことを目的としている。 



- 13 - 

 

 また、10 名程度の尐人数クラスによる演習として、大学教育への円滑な適応を支援する

初年次教育科目「基礎ゼミⅠ（学習技術）」を１年次に、３年次以降のゼミナールで必要と

なる各種研究方法を学ぶ「基礎ゼミⅡ（研究入門）」を２年次に配置する。さらに、学生主

体による専門的な研究から卒業論文指導までを対象として、３年次に「ゼミナールⅠ」を、

４年次に「ゼミナールⅡ」及び「卒業研究」を配置する。 

 また、スポーツ健康学科の軸となる領域を学ばせるべく、科目区分「学科必修科目」を

設置する。１年次に配置する「スポーツ健康学」はスポーツ健康学の目的・意義、射程・

主要な関心、方法、基本的な政策等を教授するもので、スポーツ健康学科の専任教員５名

がオムニバス形式で担当する。さらに、ここから領域を分化した基礎的科目として、１年

次に「スポーツ生理学 A」と「基礎栄養学」を、２年次に「健康管理学」と「スポーツ社

会学」を配置する。 

 

② コース共通科目 

 必修科目を基礎とし、さらに後述する発展科目への接続を意識した科目区分として「コ

ース共通科目」を設けている。授業科目の内容に応じて、「スポーツ健康系」「人間社会系」

「社会人基礎力系」に細分しているが、区分ごとに必要単位数を定めることで、学生には

幅広い視野に立って考える力が身につくよう工夫を行っている。 

 「スポーツ健康系」においては、スポーツ健康学の各論的な基幹科目のほか、スポーツ

健康学にとってとくに重要な学際的隣接領域と位置づけている生涯学習論や栄養学に関す

る科目を以下のように編成している。 

 

- スポーツ健康学領域 

１年次に「身体運動文化論」「生理解剖学 A・B」「スポーツ生理学 B」「体育原理」

「スポーツ心理学」を、２年次に「レクリエーション概論」「レクリエーション实

技演習」「スポーツ経営管理学」「スポーツ運動学」「衛生・公衆衛生学」「スポーツ

バイオメカニクス」「発育・発達と老化」を配置する。 

- 学際的隣接領域 

１年次に「生涯学習概論 A・B」「基礎食品学」を、２年次に「スポーツと栄養」「健

康と調理」を配置する。 

 

 「人間社会系」は、さらに学際的な視座からスポーツ健康学を学ばせるために設定して

おり、１年次配当の科目を中心に、「社会学 A・B」「法と社会 A・B」「心理学 A・B」「社

会福祉原論Ⅰ・Ⅱ」「ボランティア論」「統計学 A・B」を配置している。この科目区分に

よりスポーツ健康学を学際的に学習する機会を提供しつつ、この区分からの必要単位数の

履修を卒業要件に含めることで、学際的な思考をさらに拡充して担保し、多角的な学習・

研究の基礎を培う。 

 「社会人基礎力系」は、上述した全学的な「キャリア教育科目」に加えて、さらに本学

部で重要視する知識や能力・スキル、態度を「社会人リテラシー」と呼び、これを向上さ
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せる科目として編成した区分であり、学部内で共通の編成とする。具体的には、論理的思

考技術を学ぶ「ロジカルシンキング」、本学部学生のキャリアプランニング能力を向上させ

る「キャリアデザイン」、近隣自治体職員や NPO 職員の協力を得て「思考の PDCA サイ

クル」をチームで体験しながら人間関係形成能力や自己理解・自己管理能力、課題対応能

力を向上させる「パワーアッププラクティス講座Ⅰ（子どもイベント編）」「パワーアップ

プラクティス講座Ⅰ（地域コミュニティ編）」【資料９】を１年次に配置する。キャリア教

育から就職活動への橋渡しを行い、大学から社会・職業に円滑に移行するために、企業の

多角的分析手法を学ぶ「企業研究」を３年次で配置する。 

 さらに、この区分には、２年次の「社会研究实習Ⅰ（事前事後の指導を含む）」、３年次

の「社会研究实習Ⅱ（事前事後の指導を含む）」も配置している。企業や自治体、各種団体

の協力を得て行われる 80 時間以上の学外实習を通して、「垂直的学び」（専門知識の深化）

と「水平的学び」（基礎的・汎用的な能力の向上）、基盤的学び（読み・書き・コンピュー

タ操作能力といった基礎的・基本的な知識・技能の向上）を得ることを目的としている。

この实習科目は、本学部の前身である文学部コミュニティ関係学科以来、10 年以上続けて

きた取組であり、比較的高い履修率【資料 10】を誇るなど、一定の成果を挙げてきている。 

 

【発展科目】 

 基幹科目をベースとし、より専門性を深めた科目を、科目区分「発展科目」として設定

する。この「発展科目」には「地域スポーツコース」「健康運動コース」それぞれのコース

目標に応じて体系的に編成した科目群「コース必修科目」「コース選択必修科目」のほかに、

両コースをまたがる「コース共通選択科目」が設置される。 

 

①  地域スポーツコースの「コース必修科目」「コース選択必修科目」 

 地域スポーツコースでは、地域のスポーツ振興の支援を担い、広くスポーツ文化の構築

に貢献する人材の育成を念頭に置いた科目編成を行っている。そのため、個人のライフス

テージや障がいの有無・程度等に応じたスポーツ指導という観点から、専門性の高い科目

を体系的に配置している。 

 まず、スポーツ指導のさまざまな方法論を学ぶ「スポーツ指導方法論」、生涯学習社会に

おけるスポーツのあり方を学ぶ「生涯スポーツ論」を２年次に設ける。これらは当該コー

スの中心科目であり、本コースを選択した学生にとっては必修科目となる。 

 そのうえで、コース選択必修科目として以下の科目を設ける。２年次以降に、生涯スポ

ーツ分野の各論的科目としての「子どものスポーツ」「中高年のスポーツ」を、スポーツ指

導分野の各論科目として「アスリート支援論」「障害者スポーツ論」「スポーツ指導特論Ⅰ

（指導の基礎）」「同 Ⅱ（ニーズ別指導）」「同 Ⅲ（指導者の役割）」「同 Ⅳ（競技者の指導）」

を、さらに両分野にかかわり、全体を俯瞰する立場から地域スポーツを学ぶ「スポーツ社

会学特論」「スポーツ政策論」「スポーツコーディネート論」「生涯学習特講」を３年次に配

置する。 

 なお、「スポーツ指導特論Ⅰ～Ⅳ」は、日本体育協会公認スポーツ指導者資格受験時の試
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験免除科目となる。 

 

②  健康運動コースの「コース必修科目」「コース選択必修科目」 

 健康運動コースでは、健康の維持・増進のための、エヴィデンスに基づく運動指導がで

きる人材の育成に主眼を置き、さまざまな形の健康運動指導法に関する科目編成を体系的

に行っている。 

 まず、健康運動指導の理論・方法論をスポーツトレーニング指導の立場から学ぶ「運動

処方」、栄養や食生活という領域から学ぶ「栄養と体重調節演習」をともに２年次に設け、

本コースの中心科目と位置づけるべく、本コースを選択した学生にとっては必修科目とす

る。 

 さらに、コース選択必修科目として以下の科目を設ける。健康運動指導法を保健学・栄

養学・食品学の観点から学ぶために「生活習慣病（成人病）」「生活習慣病と食生活」「健康

食育論」「栄養機能食品論」「健康栄養調理实習」「食品・栄養学实験」を、スポーツ運動学

的な観点から学ぶために「体力診断演習」「運動負荷試験演習」を２年次以上に配置する。

さらにそれらの習得を前提として、総合的・实践的な指導法を学ぶために「健康運動演習」

「健康運動实践指導者特論」「健康運動指導士特論 A・B」を３年次以上に配置する。 

 なお、この当該コースの科目の多くは、健康運動指導士及び健康運動实践指導者の受験

資格を得るために必要なものである。 

 

③ コース共通選択科目 

 発展科目のうち、上記２つのコースのいずれかに特化しない、または双方にかかわりの

深い科目、あるいは学際的隣接領域をより専門的に学ぶ科目を「コース共通選択科目」と

して編成し、配置している。具体的には以下のような科目である。 

まず、両コースにかかわる科目として、２年次に「エアロビックダンス演習」「スポーツ

トレーニング演習」「スポーツ産業論」「健康スポーツ情報学」「救急処置法演習」「スポー

ツ障害と予防」を、３年次に「メンタルトレーニング演習」を配置する。  

また、栄養学・食品学に関連する科目として、２年次に「栄養機能食品实習」「スポーツ

栄養調理实習」を、３年次に「食環境衛生学」「フードコーディネート論」「食品流通論」

「食品の官能評価・鑑別論」「フードスペシャリスト論」「ライフステージ栄養学」を配置

する。 

さらに、学校教育現場でのスポーツ健康指導・支援を学ぶ科目として、３年次に「学校

保健 A・B」「保健体育総論」「特別支援体育論」「保健体育实践演習」を配置する。 

加えて、医療事務関連科目として、スポーツ健康学の知識をもとに医療事務関連の就職

を意識した授業科目を展開している。すなわち、２年次の「医療管理学」「医療秘書学」「医

療福祉システム論Ⅰ」、３年次の「医療福祉システム論Ⅱ」である。 

 このほか、「基幹科目」「コース共通科目」の「人間社会系」において配置された基礎科

目の各論的科目として、またスポーツ健康学の諸領域を多角的な角度から見るための支援

科目として、２年次に「社会心理学 A・B」「人間関係論」「産業心理学」「発達心理学Ⅰ・
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Ⅱ」「地域福祉論Ⅰ」「国際協力論 A・B」「社会調査法 A・B」「環境と社会（総合講座）A・

B」を、３年次に「データ処理演習」「ジェンダー論（総合講座）A・B」を配置する。 

 なお、基幹科目及びこの区分内の科目は、「中学校 1 種免許状（保健体育）」「高等学校 1

種免許状（保健体育）」の取得及び「フードスペシャリスト」「医事管理士」「医療管理秘書

士」「保健医療ソーシャルワーカー」の各受験資格取得のために必要な科目が含まれている。

学生は無理なくスポーツ健康学科の学習内容に関係の深い資格または受験資格を得ること

ができる。 

 

【実技科目】 

 学生が多種のスポーツに親しむというだけではなく、学校・地域・健康運動施設等にお

いて支援者・指導者として求められる、实践的で幅広い指導力を身につけられるよう、13

科目の实技系科目「スポーツ方法（ソフトボール）」「同（テニス）」「同（水泳）」「同（陸

上競技）」「同（器械運動）」「同（バレーボール）」「同（バスケットボール）」「同（キャン

プ）」「同（体つくり運動）」「同（スキー）」「同（ダンス）」「同（剣道）」「同（柔道）」を配

置する。 

なお、卒業後、实際にスポーツ振興の支援を行い、健康運動を指導するには、これらの

科目の履修は不可欠であることから、この科目区分から卒業に必要となる単位数を定めて

いる。 

 

オ 教員組織の編成の考え方及び特色 

スポーツ健康学科の教員組織は、学科の教育目的を達成するため、もとの人間社会学科

からスポーツ健康学に関わる教員を中心に６名が異動し、これに本学短期大学部から２名、

新たにアテネオリンピック金メダリストや中学校保健体育教員経験者を含む３名を加え計

11 名（うち教授７名、准教授２名、講師２名）で編成している【資料 11】。 

教員の専門分野は、スポーツバイオメカニクスやスポーツマネジメントを含む体育学系

が６名、医師免許を保有する医学系が１名、スポーツ及び健康と密接に関わる栄養学を含

む食生活学系が２名、生涯学習系が２名の構成となっている。学位の構成は、博士２名、

修士７名、学士２名である。年齢については、30 代２名、40 代３名、50 代４名、60 代２

名と非常にバランスがとれている。基本的に学科の教員は、それぞれの専門性をもとに協

力し合って、より効果的な教育を实現するが、学生及び社会のニーズを反映して２コース

制を採るため、教員も２つのコースに振り分け、コースに所属する学生に対してよりきめ

細かな対応を行う。 

地域スポーツコースは、すべての世代に対して各種スポーツを指導できる技術をもち体

育分野や課外活動指導に精通する地域スポーツの支援者を養成するため、スポーツマネジ

メントを含む体育学系を中心に生涯学習系の教員を、健康運動コースは、心身の機能発達

や疾病予防という保健分野のスペシャリストを養成するため、スポーツバイオメカニクス

を含む体育学系と食生活学系・医学系の教員を配置している。 
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地域スポーツコース 

 職位 主な担当科目 研究領域 学位 

亀井 安子 教授 レクリエーション概論 体育学（体育社会学） 学士 

児玉 公正 教授 スポーツ生理学A 体育学（運動生理学） 修士 

杉山 誠司 教授 健康スポーツ情報学 図書館情報学 修士 

中道 厚子 教授 生涯スポーツ論 生涯教育学 修士 

山内 章裕 准教授 スポーツ政策論 体育学（体育経営管理） 修士 

水鳥 寿思 講師 スポーツバイオメカニクス 体育学（スポーツバイオメ

カニクス） 

修士 

健康運動コース 

 職位 主な担当科目 研究領域 学位 

大喜多 祥子 教授 栄養と体重調節演習 食生活学（調理科学） 博士 

於勢 貴美子 教授 栄養機能食品論 食生活学(食品学） 博士 

吉川 眞由美 教授 生活習慣病(成人病) 医学 学士 

宮内 一三 准教授 中高年のスポーツ 体育学（体育科教育学） 修士 

三木 伸吾 講師 スポーツ運動学 体育学（体育方法） 修士 

 

カ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

（１）教育方法の特徴 

 設定された人材育成目標を達成するカリキュラムを实行に移すうえで本学部スポーツ健

康学科が採用する教育方法には、以下の３つの特徴がある。 

 まず、本学部スポーツ健康学科における教育活動は尐人数制を採用したゼミを軸にして

行うということである。初年次から開始される「基礎ゼミⅠ（学習技術）」のクラス編成は

上限を 10 人程度、２年次の「基礎ゼミⅡ（研究入門）」と３年次・４年次の「ゼミⅠ」「ゼ

ミⅡ」は 15 名程度と設定し、学生一人ひとりをきめ細やかに指導する。 

第二に、「社会研究实習」や「パワーアッププラクティス講座」に代表されるように、本

学部スポーツ健康学科の教育は、地域にある NPO や企業等との連携を通して教育に实社

会のリアリティを持ち込み、一般座学の講義科目において教員が教授する理論をより深い

レベルで理解できるよう配慮している。たとえば、健康運動コースについて言えば、２年

次に座学で健康運動指導に関する理論を学びながら、「社会研究实習Ⅰ」を履修して、本学

内にあるウェルネスセンターで本学教員の立ち会いの下、地域の住民に対して实際の指導

を体験し、３年次では、「社会研究实習Ⅱ」を履修し、学外のアスレチッククラブやフィッ

トネスクラブ等でインターンシップを経験するが、その間、「運動処方」やいくつかの演習

科目を学内で履修し、理論と实践の交差のなかでより深い知識と高い实践力の養成につな

げる。 

 第三に、設計したカリキュラムが当初の意図どおりの成果を生むためには、学生による

授業への参加がなければならない。そのため、本学部スポーツ健康学科ではすべての科目

で出席調査を行っている。加えて、各科目の初回にシラバスを再確認するとともに、毎回

の授業でその回の学習到達目標、すなわち学生が積極的に授業に参加すればその回で何が

できるようになるのか、何を理解することができるのか、学生に対して明示し、学生の学

ぶ意欲を喚起するようにしている。 
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（２）履修・卒業要件 

 既述のように、本学部では２年次コース選択制を採用しているため、学生は、１年次の

11 月にコース希望を学科事務所に提出し、２年次から「地域スポーツコース」または「健

康運動コース」のいずれかに分かれる。そして、以下の条件を満たし、128 単位を取得し

て卒業する。 

  

共通教育科目 

必修科目 ８単位 

選択科目 24 単位以上（外国語のうち２カ国語８単位、人文科学系・社会科学系・  

自然科学系の各分野から２単位以上を含む計 16 単位以上） 

キャリア教育科目は、４単位を上限として選択科目の必要単位 

数に算入することができる。 

専門教育科目 

基幹科目 52 単位以上 

必修科目 30 単位 （学部必修科目 20 単位、学科必修科目 10 単位） 

コース共通科目 計 22 単位以上 以下の３系統から 

      スポーツ健康系 10 単位以上 

人間社会学系  ４単位以上 

社会人基礎力系 ２単位以上 

発展科目及び实技科目 44 単位以上 

  コース必修科目 ４単位 

  コース選択必修科目 16 単位以上 

  实技科目 ６単位以上 

 

（自コースが設定するコース必修科目４単位とコース選択必修科目 16 単位以上、实技

系科目６単位以上を修得しなければならない） 

 

（３）履修指導 

本学部スポーツ健康学科における履修指導は、基本的に、以下のような機会を設けて行

っている。 

 

初年次 

 本学部では初年次教育（本学部の初年次教育のコンセプトとその内容については【資料

12】を参照のこと）の一環として、これまで毎年、教務課主催のオリエンテーションに加

えて、入学生全員が参加する「フレッシュマンキャンプ」を实施してきた。この１泊２日

の合宿研修には、学生の大学生活への適応支援のために用意された、さまざま取組が含ま

れているが、そのうちの１つが学科の教育目標の解説及び履修方法の指導となっている。

具体的には、毎春発行する『履修登録マニュアル』を用いて、教務委員をつとめる教員が
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学則の一部や学科の養成する人材像に基づいて作成した履修モデル【資料 13】を分かりや

すく解説するとともに、行事に同行する教員と先輩学生が新入生のテーブルを回り、さま

ざまな疑問に答えるという方法を採っている。とくに先輩学生からは、履修登録の方法だ

けでなく、授業の受け方など、経験に基づいたアドバイスが新入生に提供され、新入生の

不安を解消するうえで大きな効果がある【資料 14】。スポーツ健康学科でもこのような本

学部の伝統に則り、フレッシュマンキャンプを实施し、履修指導を行う。 

 

２年次以降 

 本学では、教務課が主導して、新年度の直前である３月末から４月第１週という時期に

新しい年度の履修にかかわるオリエンテーションを行っている。また加えて、本学部では、

实質的にゼミ生の「担任」として機能するゼミ教員が２年次の「基礎ゼミナールⅡ」や３・

４年次の「ゼミナールⅠ」「ゼミナールⅡ」で、生活指導等のほか、履修相談等の学生支援

を行ってきている。スポーツ健康学科においても、本学部人間社会学科と同様、ゼミ単位

での丁寧な履修指導を行う予定である。 

 

その他 

 本学部では、ゼミ担当教員による個人面談や、学生が随時教員の個人研究室を訪ね、さ

まざまな相談をすることができるオフィスアワーが設定されている。また、これに加えて、

毎年、後期のはじめに修得単位数が尐ない学生を特定し、学習上問題をかかえた学生のた

めに教務委員が個人面談を行っている。大学生活に不適応を示す学生には、適宜、学生相

談室に照会し、さらにカウンセラーから専門的な支援を得られるようにしている。  

 なお、本学においては、とくに年間登録上限は設けていない。しかし、シラバスには授

業前・授業後になすべき準備や発展的学習について記す欄を設け、自宅学習を促すように

している。 

 

（４）他大学等における授業科目の履修 

 本学では、学則第 32 条の規定にしたがって、他大学または短期大学において修得した単

位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが可能である。 

ここで言う「他大学」とは、本学が加盟する南大阪地域大学コンソーシアムを構成する

大学を言い、それらが提供する「単位互換科目」は 60 単位まで「共通教育科目」の「選択

科目（人文科学系・社会科学系・自然科学系）」としてカウントすることができる。 

また、本学が協定を締結した海外の大学での「派遣留学」、または学生本人が自分で選択

し、本学部教授会が認定する海外の大学での「認定留学」の場合も、そこで修得した単位

は、半期留学（半年間）であれば 16 単位、長期留学（１年間）であれば 32 単位を上限と

して、「共通教育科目」の「選択科目（外国語）」を中心として単位認定することができる

【資料 15】。 
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キ 施設・設備等の整備計画 

校地、運動場の整備計画 

本学キャンパスは、大阪府における「歴史・文化都市」である富田林市の南西、大阪狭

山市と隣接する錦織地区に位置し、周辺は金剛葛城連峰を望む緑豊かな丘陵地帯が広がり、

付近には府営の錦織公園も所在し、田畑や小規模な住宅地が点在する閑静な環境にある。

最寄駅である近鉄長野線「滝谷不動駅」から徒歩７分程度と学生の通学にも便利な場所に

立地している。 

校地は、現在、大学と短期大学部との共用であるが、今回のスポーツ健康学科の設置に

伴い、短期大学部を募集停止する予定であるため、全て大学専用となる。本学学部の収容

定員は2,880名であり、これに対し校地面積は82,807.00㎡（内訳：校舎敷地面積 60,798.50

㎡、運動場用地面積 17,802.41㎡、その他 4,206.09㎡）を有し、設置基準上必要とされ

ている大学校地面積28，800㎡を大きく上回っている。 

本学キャンパスには、講義棟、図書館、学生会館（学生食堂を含む）、实験・实習棟、

体育館、音楽館、博物館、運動場等を設置している。そのほか、万葉植物園、1号館中庭

をはじめ、キャンパスのいたるところに樹々や芝生等の緑化空間を配置し、噴水広場、ウ

ッドデッキスペースを設けるなど、学生の憩いの場が確保されている。 

 

校舎等施設の整備計画 

校舎等施設（校舎面積46,291.87㎡）に関しては、既存の校舎および短期大学部校舎を活

用する方針である。一部上述したとおり、今回の人間社会学部スポーツ健康学科の設置に

伴い、文学部英米語学科および短期大学部を募集停止する予定であることから、学生の収

容力に問題はなく、授業の实施について支障は生じない。本キャンパスには、23棟の校舎

があり、教室等の内訳は、講義室69室、演習室24室、实験实習室96室、情報処理学習室９

室、語学学習施設２室である。本学部スポーツ健康学科の講義、演習、实験实習について

は、１号館、４号館、６号館、11号館、20号館、21号館、22号館を中心に实施する予定で

ある。また、スポーツ関連の演習及び实技については、グランド（ソフトボール、陸上競

技）、テニスコート２面（テニス）、第１体育館：12号館（器械運動、バレーボール、バ

スケットボール、体つくり運動）、第２体育館：14号館（バレーボール、バスケットボー

ル、体つくり運動）、アリーナ、トレーニングルーム、屋外プールが付設されたウェルネ

スセンター：13号館（水泳、器械運動、ダンス、柔道、剣道）というグランドとテニスコ

ート、３つの体育施設を有効に活用し实施する予定である。 

研究室については、専任教員に１人１室を確保している。それ以外に共同研究室を設置

している。 

 

図書館等の資料及び図書館の整備計画 

図書館の面積は、4,043.47㎡を有し、閲覧室２室（閲覧席数378）、書庫８室、貴重本

庫１室、視聴覚室１室を備えている。 

蔵書数は、現在、図書413,119冊、学術雑誌3,829種、電子ジャーナル2,351種、視聴覚
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資料12,932点を保有しており、そのうち、スポーツ健康学科に関する図書153,197冊、視

聴覚資料3,295点を保有している。 

データベースについては、日本の学術論文を中心にした論文情報データベース「国立情

報学研究所 CiNii」や、一般雑誌の論文情報を提供している「マガジンプラス」、最新の新

聞記事を閲覧できる「朝日新聞記事データベース聞蔵」、日本における科学技術文献情報デ

ータベース「J-DreamⅡ」、世界各地の学術機関が学究的な情報を調べる際の主要資料と

して活用してされている「Academic Search Elite」、医学・化学系データベース「Science 

Direct」、「SciFinder Scholar」、「医中誌 Web」、「メディカルオンライン」などがホームペ

ージ上で利用できるよう整備している。電子ジャーナルは上記データベースからの提供と

ともに医学系のジャーナルをホームページ上で提供している。 

 図書資料の整備計画については、カリキュラムに対応して年次的に充实させていく方針

である。 

また、図書館システムはLANと結ばれ、本学の蔵書検索システムOPAC（Online Public 

Access Catalogue）検索・各種オンラインデータベース、My Library サービス（図書の

購入・予約、文献複写・貸借申込み等）が学内外から利用できる。図書館内にはOPAC 検

索用端末11 台、インターネット環境端末６台、CD-ROM専用端末３台を配置している。 

利用者教育に関しては、①入学時の図書館オリエンテーション、②１回生対象の情報系 

必修講義における図書館利用教育、③３回生以上対象の「文献資料の探し方」セミナーを

实施している。レファレンスに関しては、カウンター係として常時２人を配置するととも

に、平成21（2009）年度から司書課程との連携により「図書館学生インストラクター」を

養成し、ボランティアコーナーで待機するようにしている。 

 

ク 入学者選抜の概要 

（１）アドミッションポリシー 

 本学部は、既述のように、「「人と社会」の関係について科学的視点を持って探究し、人

及び社会の課題に対して解決策を企画・实践する能力を身につけた、社会の発展に有為な

人材を育成する」（大阪大谷大学学則第３条第２項（３））ことを、スポーツ健康学科は

「スポーツを通じて、人が生涯にわたり健康で豊かな生活を送るための支援に必要な知識

及び技能を修得し、加えて「人と社会」の関係を科学の視点から探求することにより多角

的にスポーツにかかわり、社会の発展に寄与する人材を養成する」（同上）を目的にして

いる。そのため、大学レベルの学習を行うのに必要な一定以上の学力を有するとともに、

スポーツ振興支援や健康運動指導に関する興味関心を持ち、これを満たすための努力をい

とわない人物を選抜する。 

 

（２）具体的な選抜の方法 

より具体的には、スポーツ健康学科は、一定以上の学力をもつ学生を確保するため一般

入試を中心に募集を行い、あわせて推薦試験（指定校推薦・公募推薦）やスポーツ推薦試

験、AO 試験を实施する。 
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①一般入試（前期） 

 「国語」「英語」の２科目を必須とし、２科目の合計得点で選抜する。  

②一般入試（中期） 

 「国語」「英語」の２科目を必須とし、２科目の合計得点で選抜する。  

③一般入試（後期） 

 「国語」「英語」の２科目から１科目を選択し、その得点で選抜する。  

④センター試験（前期） 

 C1 「国語」「外国語」の２科目から高得点の１科目を選択し、その得点で選抜する。 

 C2 「国語」「外国語」の２科目から高得点の１科目を選択するとともに、本学が指定

する科目（国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語）のなかから高得点の１

科目を選択し、２科目の合計得点で選抜する。（上記採択教科を除く）  

⑤センター試験（中期） 

 C1 「国語」「外国語」の２科目から高得点１科目で選抜する。 

 C2 「国語」「外国語」の２科目から高得点の１科目を選択するとともに、本学が指定

する科目（国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語）のなかから高得点の１

科目を選択し、２科目の合計得点で選抜する。（上記採択教科を除く）  

⑥センター試験(後期) 

 C1 「国語」「外国語」の２科目から高得点の１科目を選択し、その得点で選抜する。 

 C2 「国語」「外国語」の２科目から、高得点の１科目を選択するとともに、本学が指

定する科目（国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語）のなかから高得点の

１科目を選択し、２科目の合計得点で選抜する。（上記採択教科を除く） 

⑦公募制推薦（前期） 

 「国語」「英語」「体育（实技）」の３科目から１科目を選択し、その得点と、調査書にあ

る評定平均を４倍し点数化したものと合わせた得点で選抜する。 

⑧公募制推薦（後期） 

「国語」「英語」「体育（实技）」の３科目から１科目を選択し、調査書の合計得点で選

抜する。 

⑨指定校推薦 

 高校長の推薦に基づき、書類審査及び面接で選考する。 

⑩スポーツ推薦 

団体（チーム）成績や個人成績を本学の規定に基づき判定するとともに、面接、小論文

試験を行い、選考する。（本学の強化クラブである女子ソフトボール、女子バスケットボ

ール、女子バレーボール、男子硬式野球、男子サッカー、男子バレーボールの各クラブ

で活躍する生徒を対象とする） 

⑪AO 入試 

エントリーシート提出時に、課題提出型試験または自己推薦型試験のいずれかを選択す

る。提出された課題または自己推薦書の評価、面接試験の結果によって１次選考をし、
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「適切」と認められた者に２次選考の面接試験を实施して、その面接の結果で選考する。 

⑫スポーツAO 

あらゆるスポーツにおける個人・団体競技で優秀な成績を残した者、またはそれに相当

する能力があると認められた者について、団体（チーム）成績や個人成績の評価によっ

て１次選考をし、「適切」と認められた者に２次選考の面接試験を实施し、その面接の結

果で選考する。 

 

ケ 取得可能な資格 

 本学部スポーツ健康学科において上述の人材育成目標にある知識・技能等を身につけて

卒業する学生には、以下のような資格の取得を勧め、实際に個人の健康維持・増進及びス

ポーツの振興に貢献しやすいよう指導する。 

 

地域スポーツコース  

日本体育協会公認スポーツ指導者 

 

健康運動コース  

健康運動指導士、健康運動实践指導者、医療管理秘書士、保健医療ソーシャルワーカー、

医事管理士、フードスペシャリスト等 

 

人間社会学部スポーツ健康学科で取得を推奨する主な資格 

 

このほか、コースの別にかかわらず、中学校教諭一種免許状（保健体育）、高等学校教諭

一種免許状（保健体育）、司書、司書教諭、社会教育主事任用資格、学芸員等の資格取得

への支援を行う。 

 

コ 実習の具体的計画 

 すでにさまざまな箇所で記してきたように、本学部はこれまで専門分野に関する知識と

スキル・態度はもとより、社会人に求められる汎用的な諸能力・スキル・態度を身につけ

資格認定団体 資格名 区分 

（財）健康・体力づくり事業財団 
健康運動指導士 受験資格 

健康運動实践指導者 受験資格 

（社）日本フードスペシャリスト協会 フードスペシャリスト 受験資格 

（財）日本病院管理教育協会 医事管理士 受験資格 

一般社団法人医療教育協会 
医療管理秘書士 受験資格 

保健医療ソーシャルワーカー 受験資格 

（財）日本体育協会 

競技別指導者(指導員) 受験科目一部免除 

競技別指導者(上級指導員) 受験科目一部免除 

競技別指導者(コーチ) 受験科目一部免除 
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る場を提供してきた。とくに健康運動指導に関しては、２年次の「社会研究实習Ⅰ」と３

年次の「社会研究实習Ⅱ」との有機的な連携を通じて、一定の实践力をもつ人材を輩出し

てきたと自負をしており、ここでは、これまでの实績を継承しながら、今後、健康運動指

導士育成のために本学部スポーツ健康学科が行う实習指導の概要とその特徴について言及

する。 

 

実習の概要 

健康運動指導士修得を希望する学生には、本学の科目名称としては「社会研究实習Ⅱ」

の实習が義務づけられているが、实際に現場で通用する高い实践力を身につけるためには、

「社会研究实習Ⅰ」「社会研究实習Ⅱ」両方を履修し、計 160 時間以上の实習に従事する

ことを勧めている。 

 主な实習内容としては、まず２年次の「社会研究实習Ⅰ」において担当教員の指導のも

と学内での实習を行う。これまでは、「メタボ予防のための運動教室」「中・高生のための

ソフトボール教室」「中・高生のためのバレーボール教室」を開催してきており、学生は教

員の直接監督下で、学外から来る地域住民や中・高生に対して指導の補助を行ってきた。

今後も、そのような学内实習の機会を提供していく予定である。 

その後、３年次の「社会研究实習Ⅱ」において、学外の健康増進施設において实習に従

事し、一般のクライアントを対象にしたより本格的な指導（の補助）を行い、そのなかで

高次の实践力を身につけていく。 

 

実習前後の取組 

实習の前には専門の民間業者が派遣する講師が实施する「マナー研修」を義務づけると

ともに、担当教員との対話のなかで实習目的を明確に認識できているか、实習に必要な知

識が獲得できているかを確認している。また、实習後には、「報告書作成教室」を開催し、

本学教員が作成した『人間社会学部「地域研究实習」報告書作成教室テキスト』（無料配布）

に基づき、实習先で学んできたことをより構造化された形でふりかえりを行い、言語化で

きるように指導している。 

 

実習先の確保 

实習先としては、健康増進施設としてフィットネスクラブ、地域スポーツ現場として総

合型地域スポーツクラブ・各種スポーツのクラブチーム、教育機関として中学・高校の部

活動指導や教務補助、他スポーツメーカー等の幅広い現場での实習を行ってきた（これま

での受入先については【資料16】を参照のこと）。こうした实績に基づき、スポーツ健康

学科設置後も、实習先の確保に努めていく。 

 

※サ～チについては、本学部スポーツ健康学科には該当しないので記載していない。 

サ 企業実習や海外語学研修などの学外実習を実施する場合は、その具体的 

計画 
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シ 昼夜開講制を実施する場合は、その具体的計画 

ス 編入学定員を設定する場合は、その具体的計画 

セ 2 つ以上の校地において教育を行う場合 

ソ 社会人を対象とした大学教育の一部を校舎以外の場所（サテライトキャン

パス）で実施する場合 

タ 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる 

場合 

チ 通信教育を実施する場合 

 

ツ 管理運営 

本学では、教学に関する管理運営体制として、大学全般にわたる教育研究に関する重要

事項を審議する「協議会」（学則第 58 条）、学部の教育研究に関する事項を審議する「教

授会」（学則第 61 条）及び各種委員会を設置している。本学は、これらの合議体の審議を

通して、円滑で効果の高い大学運営を図っている。人間社会学部スポーツ健康学科に関し

ても、現行の枠組みに基づいて運営を行う。 

 

協議会 

協議会は、大学全般にわたる教育研究に関する重要事項を審議するための機関として設

置されているものであり、学長（議長）、学長補佐、大学院研究科長、各学部長、短期大学

部長、生活創造学科長、図書館長、教務部長、学生部長、入試広報室長、就職指導室長、

事務局長（協議会規程第２条）をもって構成される。開催頻度は原則として月１回であり、

次の事項を審議する。 

 

（１） 教育課程編成の基本方針に関する事項 

（２） 学則及び諸規程の制定、及び改廃に関する事項 

（３） 予算に関する事項 

（４） 組織に関する事項 

（５） 教育職員の人事に関する事項 

（６） 学部・学科の新設・改廃に関する事項 

（７） 学生募集に関する重要な事項 

（８） 学生の厚生補導及び賞罰等、その身分に関する事項 

（９） 学生定員に関する事項 

（１０） その他大学の運営に関し、学長が必要と認めた事項 

 

教授会 

教授会は、学部の教育研究に関する事項を審議するための機関として設置するものであ

り、教授、准教授、専任講師をもって構成されている。開催頻度は原則として月１回であ

り、次の事項を審議する。 
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（１） 学部の教育課程及び授業に関する事項 

（２） 学則及び諸規程の制定、及び改廃に関する事項 

（３） 予算に関する事項 

（４） 組織ならびに学部長の選出に関する事項 

（５） 教育職員の人事に関する事項 

（６） 学部・学科の新設・改廃に関する事項 

（７） 学生募集に関する事項 

（８） 学生の厚生補導及び賞罰等、その身分に関する事項 

（９） 学生の入学・退学・休学・転学及び卒業その他の認定に関する事項 

（１０） 学生定員に関する事項 

（１１） その他学部の運営に関し、学部長が必要と認めた事項 

 

各種委員会 

 各教学部門の事項を調整・審議するため、学生課、教務課、図書館、情報教育センター、

教職教育センター、国際交流室、就職指導室、学生相談室の下に委員会を置き、教員の部

長、センター長あるいは室長、及び各学部・学科より選出される委員、関係する事務職員

を構成員として組織している。また、学長を委員長とする、自己点検評価委員会、人事推

薦委員会、入試实行委員会、個人情報保護委員会、広報委員会、遺伝子組み換え实験安全

委員会、動物实験委員会、特別研究費助成審査委員会、さらに加えて、教員を委員長とす

るキャンパスハラスメント防止委員会、人権教育委員会、宗教委員会等も、各学部・学科

より選出される委員、関係する事務職員を構成員として組織している。 

 

テ 自己点検・評価 

（１）自己点検・評価の体制 

 自己点検・評価については、「大阪大谷大学学則」第２条に明記されているように、本

学の理念と使命を達成するために「教育研究水準の向上を図り、教育研究活動等の状況に

ついて自ら点検及び評価を行う」ことを目的として全学的な体制を組織している。具体的

には、1995（平成７）年から「自己点検評価委員会」を設け、学長が委員長、学長補佐が

副委員長を務めている。このほか、大学院文学研究科長、文学部長、教育福祉学部長、人

間社会学部長、薬学部長、教務部長、学生部長、図書館長、入試広報室長、就職指導室長、

事務局長、さらには５学科から７名の教員が委員となっている。本学部スポーツ健康学科

も、設置後は、同委員会に委員を選出することになる。 

 

（２）自己点検・評価の方法及び項目 

 方法としては、「自己点検評価委員会」の下部組織としてのFD部会が毎年实施する授業

評価アンケートや、不定期に实施する「事務局への学生満足度調査」（2008（平成20）年）

等を通じてデータ収集を行いながら、そのデータに基づき、以下の評価項目について自己



- 27 - 

 

点検・評価し、改善策を検討するという方法を採っている。 

 

 基準１. 建学の精神・大学の基本理念及び使命･目的  

 基準２. 教育研究組織 

 基準３. 教育課程 

 基準４. 学生 

 基準５. 教員 

 基準６. 職員 

 基準７．管理運営 

 基準８. 財務 

 基準９. 教育研究環境 

 基準10. 社会連携 

 基準11. 社会的責務 

 

また、第三者による評価としては、本学は2009（平成21）年度に認証評価機関「財団法人

日本高等教育評価機構」によるものを受審し、2010（平成22）年３月、「同機構が定める

大学評価基準を満たしている」との認定を受けた。 

 

（３）自己点検・評価結果の公表 

 自己点検・評価結果の公表は、報告書を刊行し（1998（平成10）年３月及び2006（平成

18）年３月、2010（平成22）年10月。1998（平成10）年の報告書は本学の前身である大谷

女子大学としてのものである）、関係諸機関に送付するとともに、2010（平成22）年から

は大学ホームページでもPDF化して公表するようにしている。 

  

ト 情報の公表 

本学は、公的な教育機関として、学生や保護者、広く社会に対して負っている説明責任

に鑑み、これまでもホームページ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp）等を通じて積極的な情報

の公表に努めてきた。とくに「大学設置基準等の一部を改正する省令」の施行（2008（平

成 20）年 4 月）や「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」の施行（2011（平成 23）

年 4 月）を受け、今日では以下のような公表の取組を行っている。 

 

（１）教育研究上の目的 

本学では、受験生や広く社会に向けて、上記ホームページ中に「大学案内」や「アドミ

ッションポリシー」というページを設け、学則や、学部・学科ごとの「教育理念」「教育目

標」「教育方針」「教育プログラム」を記載しているほか、在学生用に入学時に配布する『大

阪大谷大学 便覧』において学則や学部・学科の教育目的を記し、周知を図っている。 

 

○ 建学の精神 ･･･ HOME ＞ 大学案内 ＞ 建学の精神 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/spirit.html） 

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/spirit.html
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○ 大学院・大学・短期大学部の教育理念・教育方針･･･ HOME ＞入試情報 ＞アドミッションポリ 

シ―                 （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/admissionpolicy.html） 

○ 人材の養成に関する目的 ･･･ HOME ＞ 大学案内 ＞ 学則 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html） 

・文学部 日本語日本文学科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 文学部 日本語日本文学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ja/index.html） 

・文学部 英米語学科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 文学部 英米語学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/en/index.html） 

・文学部 文化財学科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 文学部 文化財学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/cu/index.html） 

・教育福祉学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 教育福祉学部 教育福祉学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ed/index.html） 

・人間社会学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 人間社会学部 人間社会学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/hu/index.html） 

・薬学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 薬学部 薬学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ph/index.html） 

・短期大学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 短期大学部 生活創造学科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ju/index.html） 

・大学院 文学研究科：国語学国文学専攻 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 大学院 文学研究科： 

国語学国文学専攻            （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/ija.html） 

・大学院 文学研究科：英語学英米文学専攻 ･･･HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 大学院 文学研究科： 

    英語学英米文学専攻                      （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/ien.html） 

・大学院 文学研究科：文化財学専攻 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 大学院 文学研究科： 

文化財学専攻                            （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/icu.html） 

・専攻科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 専攻科 教育福祉専攻科：概要 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/sp/index.html） 

 

○ 教育研究上の目的 ･･･ HOME ＞ 大学案内 ＞ 学則 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html） 

・文学部 日本語日本文学科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 文学部 日本語日本文学科：学部長 

メッセージ            （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ja/message.html） 

・文学部 英米語学科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 文学部 英米語学科：学部長メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/en/message.html） 

・文学部 文化財学科 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 文学部 文化財学科：学部長メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/cu/message.html） 

・教育福祉学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 教育福祉学部教育福祉学科：学部長メッセージ 

 （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ed/message.html） 

・人間社会学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 人間社会学部人間社会学科：学部長メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/hu/message.html） 

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/admissionpolicy.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ja/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/en/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/cu/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ed/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/hu/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ph/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ju/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/ija.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/ien.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/icu.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/sp/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ja/message.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/en/message.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/cu/message.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ed/message.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/hu/message.html
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・薬学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 薬学部 薬学科：学部長メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ph/message.html） 

・短期大学部 ･･･ HOME ＞ 学部・大学院 ＞ 短期大学部 生活創造学科：学部長メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ju/message.html） 

・大学院（3 専攻）･･･ HOME ＞学部・大学院 ＞大学院 文学研究科：メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/index.html） 

・専攻科 ･･･ HOME ＞学部・大学院 ＞専攻科 教育福祉専攻科：メッセージ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/sp/index.html） 

 

（２）教育研究上の基本組織 

 また同様に、本学では、ホームページ中に「学びのネットワーク」と題するページを設

け、本学を構成する学部・学科の名称等、基本情報を掲載している。さらに、『大学案内』

においても教育研究上の基本組織を示し、広く配布しているところである。  

 

○ 教学組織図 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 事務組織図 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 学科名称 ･･･ HOME ＞学部・大学院      （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/index.html） 

 

（３）教員組織や教員数並びに各教員の学位や業績 

さらに、ホームページでは「教員紹介」のページに学部・学科を構成する教員の氏名や

学位とともに、学内でつとめる校務、担当科目とこれに関する教育研究・社会貢献業績を

公表している。また、「基本データ」のページにおいては本学の専任教員の職別・男女別の

情報を掲載している。印刷媒体としては、2009（平成 21）年度に『研究者総覧』を編集・

発行した。 

 

○ 教員組織（学位、研究業績）･･･ HOME ＞大学案内 ＞教員一覧 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/teacher_list.html） 

○ 教員数（資格別、男女別並びに設置基準数）･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 教員の年齢構成  ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

 

（４）入学者に関する受入方針及び入学者数、収容定員及び在学生数、就職情報等 

 入学者に対する受入方針については、既述のとおり、ホームページに「アドミッション

ポリシー」という項目を設け「求める学生像」として記載しているほか、印刷媒体として

『大学案内』（ホームページ上でもデジタルパンフ化している）を発行している。収容定員

や入学者数、卒業生数や進学者・就職者数についても、实績を上記『大学案内』に記載し

ているほか、ホームページにも「基本データ」のページに記載するなど、複数の媒体を通

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ph/message.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/ju/message.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/in/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/sp/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/dept/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/teacher_list.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html


- 30 - 

 

じて広く公表している。 

 

○ 受入方針 ･･･ HOME ＞学部・大学院 ＞各学科 ＞各学部長メッセージ 

HOME ＞入試情報 ＞アドミッションポリシー 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/admissionpolicy.html） 

○ 入学者数 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ（学生数を掲載） 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 収容定員 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 在学生数 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 卒業・修了生数 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 進学者・就職者数 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

○ 進学・就職の状況 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞基礎データ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html） 

 

（５）授業科目、授業の方法及び内容、年間授業計画 

 本学が開講する授業科目については、その名称や学習到達目標、これを達成するための

具体的な方法をシラバスに掲載し、ホームページ上の「キャンパスライフ」のなかで公表

している。 

 

○ シラバス ･･･ HOME ＞ キャンパスライフ ＞ 履修・授業・試験等＞Web シラバス・履修登録＞ 

シラバス検索               （https://web-risyu.osaka-ohtani.ac.jp/ohtani-risyu/） 

 

（６）学修成果の評価や卒業要件 

 また同様に、シラバスにはそれぞれの科目ごとに評価基準を明示し公開しているほか、

卒業要件は学則第 27 条に細かく記載し、同じくホームページで公表を行っている。  

 

○ 学則 ･･･ HOME＞大学案内 ＞学則      （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html） 

 

（７）施設・設備や課外活動の状況、学習環境やアクセス 

 本学が高等教育機関として有する施設・設備の概要については、上記ホームページ上で

「キャンパスマップ」を掲載し、公表している。また、課外活動についてもホームページ

上の「キャンパスライフ」の箇所で体育会系・文化系のクラブ・サークルの名称や概要を

紹介している。アクセスについても路線図や最寄駅からの道順等を含めてホームページに

掲載している。 

○ キャンパスマップ ･･･ HOME ＞大学案内 ＞キャンパスマップ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/campus.html） 

○ 交通アクセス ･･･ HOME ＞交通アクセス    （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/access.html） 

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/admissionpolicy.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/data.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/campus.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/access.html
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（８）授業料や入学料等の費用 

 本学が徴収する授業料や入学金、施設料、諸会費については、ホームページで明確に記

載している。 

 

○ 授業料・入学金 ･･･ HOME ＞大学案内 ＞学則（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html） 

○ 寮費 ･･･ HOME ＞キャンパスライフ ＞下宿・和光寮 ＞和光寮 Q＆A 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/wako.html） 

 

（９）進路指導や心身の健康に対する支援 

 本学においては、後述するように、学生のキャリア形成を支援する種々の正課・正課外

の取組を展開しているところであるが、こうした取組についてはホームページにも「就職

支援」というページを設けて積極的に公表している。 

また、心身の健康に対する支援についても、学生相談室や保健室が学生に提供するサー

ビスのみならず、大学生活に大きな影響を与えるキャンパスハラスメントについても、ホ

ームページ上、項目を設け、予防・対応にかかる本学の基本的な考えを記載している。 

 

○ 奨学金制度 ･･･ HOME ＞ キャンパスライフ（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/index.html） 

○ 下宿・寮 ･･･ HOME ＞キャンパスライフ＞下宿・和光寮 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/wako.html） 

○ 学生相談室 ･･･ HOME ＞キャンパスライフ＞学生相談 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/student.html） 

○ 保健室（健康相談・相談）･･･ HOME ＞キャンパスライフ 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/nurse.html 

○ 就職支援 ･･･ HOME ＞就職支援      （http://www.osaka-ohtani.ac.jp/employ/index.html） 

○ 国際交流・留学  ･･･ HOME ＞国際交流・留学 

（http://www.osaka-ohtani.ac.jp/international/index.html） 

 

ナ 授業内容方法の改善を図るための組織的な取組 

 先述したように、本学では、自己点検評価委員会の下にFD部会を設け、教育目的の達成

状況を点検・評価している。部会長には教務部長があたり、教務部長補佐、各学部長、各

学科教務委員（各１名）、事務局長が委員となっている。 

 FD部会で検討・推進される事項は以下のようなものである。  

 

 （１）授業改善のための基本方針の策定  

 （２）研修会及び講習会の開催 

 （３）教員の教育活動の相互研鑽 

 （４）学生による授業評価の实施 

http://www.osaka-ohtani.ac.jp/guide/rule.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/wako.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/wako.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/student.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/campus/nurse.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/employ/index.html
http://www.osaka-ohtani.ac.jp/international/index.html
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 （５）学生の勉学能力の育成 

 （６）学部間共通カリキュラムの開発支援  

 

 FD部会が行う授業改善の取組みとして、「学生による授業評価」と「教員による授業評

価」の２つがあげられる。 

 「学生による授業評価」は、2008（平成20）年度から实施対象および回数が広げられ、

原則として専任及び非常勤教員の担当する全授業について、毎年、前期と後期の２回实施

する体制をとっている。教員はその評価結果を検討し、改善計画を記入した「評価考察シ

ート」を作成して、授業改善の方策を考察する。FD部会ではその結果を検討しながら、授

業改善に努めている。2008（平成20）年度末には「学生による授業評価アンケート」をも

とに専任教員を対象とした「大学における授業改善」についてのFD講演会も開催されてい

る。この講演会では、翌年度の授業に向けて、教員間で共通の認識を持つため、教務部長

より学生の学習状況、授業に対する要望、大学全体の課題について説明が行われた。 

 また「教員による授業評価」は、2006（平成18）年度後期から専任教員を対象として行

われている。これは、各教員の担当科目の授業をDVDに録画し、そのDVDを視聴し自己評

価するもので、10の設問について視聴前と視聴後の自己評価を５段階の数字で記入する方

式である。また、課題・改善工夫についての自由記述も求めており、教員による自主的な

授業改善を促している。 

 さらに、近隣５大学とともに实施する平成20年度文部科学省戦略的大学連携支援事業選

定「实践力のある地域人材の輩出」プロジェクトの一環として、参加大学と「共同FD」と

呼ぶ取組を行っている。具体的には、本学部の授業の一部を他大学教員に公開するととも

に、共同FD研修会を開催するなどしている。また、本学の教員が学ぶだけではなく、共同

FD研修会に本学部教員を講師として派遣するなど、南大阪地域全体の高等教育強化に向け

て貢献も行っている。 

 

ニ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

（１）キャリア教育に対する本学部の基本的な考え方 

 本学部においては、中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」や経済産業省

を中心とする「社会人基礎力」の議論及びその社会的背景に鑑み、これまでキャリア教育

の充实に取り組んできた。スポーツ健康学科設置に関する議論を機にさらに検討を重ね、

結果、既述のように、改めてキャリア教育の目的を学生の「社会人リテラシー」の向上に

置き、さらに新しい取組を加えて「キャリア教育プログラム」とし、学部全体として实施

することとなった。 

「社会人リテラシー」とは、将来、学生がどのような職業を選択しようとも社会人とし

て自分が所属する組織や社会全体に貢献するために求められる知識・能力・スキル・態度

の集合を言い、本学部では「垂直的学び」「水平的学び」「基盤的学び」という３要素に分

類して考えている。この３要素と中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・

職業教育の在り方について」にある「社会的・職業的自立、学校から社会・職業への円滑
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な移行に必要な力」を構成する５要素との関係は以下の表にあるとおりである。 

 

人間社会学部キャリア教育プログラムの目的 

学びの種類 説明 中教審答申との関係 

垂直的学び それぞれの学科・コースが提供する専門分野の学

び、スポーツ健康学科の場合は、スポーツ健康学

に関する学びである。その分野について専門的に

深く学ぶという意味で「垂直的学び」（縦方向の学

び）と呼称している。 

「専門的な知識・技能」

に該当する。 

水平的学び 社会のなかにはどのような職業があり、どのよう

な生き方・働き方が可能なのかを知り、そのため

に求められる準備とは何かを考えるとともに、实

際に職場に入り職業人として労働し、市民として

社会で生活していく際に求められる人とつながる

力や、課題を探し解決する方法を探究する力に関

する学びである。基本的に、社会の広がりを知り、

自分自身及び他者とのコミュニケーションを通じ

て役割モデルとなる人間や将来の仕事と出会い、

人間としての幅を広げるという意味で、「水平的学

び」（横方向の学び）と呼称している。 

「基礎的・汎用的能力」

や「意欲・態度及び価値

観」に該当する。 

基盤的学び 現代版の「読み・書き・そろばん」として、読解

力、要約力、（小）論文・レポート作成力、プレゼ

ンテーション力、PC 操作能力等を向上させる学び

である。「垂直的学び」「水平的学び」の基礎とな

るものなので「基盤的学び」と呼称している。 

「論理的思考力」や「基

礎的・基本的な知識・技

能」に該当する。 

 

（２）本学部のキャリア教育の具体的な取組とその体制 

本学部独自の「キャリア教育プログラム」 

 このような３つの学びを实現する体制について、本学部では、２つの学科それぞれの教

務委員・就職委員１名ずつに加え、学部を構成する２学科の６コースから教員が１名ずつ

出て、「人間社会学部キャリア教育委員会」を構成し、キャリア教育の企画・实施・評価に

あたる予定である。 

 キャリア教育の３つの学びのうち、「垂直的学び」（中央教育審議会の言う５要素のうち

「専門的な知識・技能」）はすでに説明した（「社会人基礎力系」以外の）「専門教育科目」

で取り組むとして、その他の具体的な取組としては、以下の表に記すとおりである。なお、

本学部独自のキャリア教育の特徴はいずれの取組も正課化しているところにある。また、

取組の一部は、既述のように、すでに効果評価され、その有効性が確認されている【資料

９】。 
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科目名称 配当学年 ３つの学び 説明 

基礎ゼミナールⅠ

（学習技術） 

１年通年 基盤的学び 「読む」「書く」「調べる」「考える」「発表する」

の５つの能力の基礎を養う。「基礎的・基本的

な知識・技能」及び「論理的思考力、創造力」

に該当する。 

コンピュータ技術

基礎Ⅰ 

１年前期 基盤的学び 「書く」「調べる」「発表する」能力の基盤とな

るもので、「基礎的・基本的な知識・技能」に

該当する。「コンピュータ技術基礎Ⅱ」はⅠの

上級編である。 

コンピュータ技術

基礎Ⅱ 

１年後期 基盤的学び 

ロジカルシンキン

グ 

１年前期 基盤的学び 「考える」ことを重要視する態度を身につけ、

論理的に考えるためのスキルを向上させる。

「論理的思考力、創造力」に該当する。 

キャリアデザイン １年後期 水平的学び 自己分析や勤労観・職業観の気づきを促し、行

動計画につなげる。「キャリアプランニング力」

「自己理解・自己管理能力」「意欲・態度及び

価値観」に該当する。 

パワーアッププラ

クティス講座Ⅰ（子

どもイベント編） 

１年前期 

（集中） 

基盤的学び 

水平的学び 

低下する子育て力を含む地域コミュニティ力

をテーマにして課題を発見し、解決案をチー

ムで企画し、発表するなかで思考の PDCA を

経験する。「課題対応能力」「自己理解・自己

管理能力」「人間関係形成・社会形成能力」「論

理的思考力、創造力」に該当する。 

パワーアッププラ

クティス講座Ⅰ（地

域コミュニティ編） 

１年前期

（集中） 

社会研究实習Ⅰ ２年通年 基盤的学び

水平的学び

垂直的学び 

 

事前のマナー研修や实習目的の確認指導を経

て、本学部独自のリスト（60 ヶ所以上）や南

大阪地域大学コンソーシアムが整備するイン

ターンシップ先リストから实習先を選び、80

時間以上の实習を行う。事後、報告書作成教室

等のなかでふりかえりを経て、報告書作成や発

表会での発表を行う。「基礎的・基本的な知識・

技能」「基礎的・汎用的能力」「意欲・態度及び

価値観」「専門的な知識・技能」に該当する。 

社会研究实習Ⅱ ３年通年 基盤的学び

水平的学び

垂直的学び 

 

企業研究 ３年前期 水平的学び 経営学的観点から企業を分析する手法を学ぶ

とともに、分析結果を討議方式で共有する。「キ

ャリアプランニング力」に該当する。 

 

全学的な「キャリア支援プログラム」 

上記のような学部独自の取組に加え、正課と正課外の取組から構成される、全学的な「キ

ャリア支援プログラム」がある。 

 

【正課の取組】 

正課の取組には次の２つの種類がある。 

第一に、教務課が主管する「キャリア教育科目」である。これは特定の就職先を想定せ

ず、学生の勤労観・職業観、表現力等、キャリアプランニングに資する授業を展開するも

ので、具体的には「文章表現 A」や「キャリア教育Ⅰ～Ⅲ」が含まれる。なお、「文章表現

A」は文部科学省の平成 17 年度「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に選定された本



- 35 - 

 

学の「实践力をつける实習教育総合支援システム」事業の一環で開発した「レポート作成・

添削支援システム」を用いて文章作成力を向上させるものである。  

第二に、教職支援課（教職教育センター）が軸となって行っている取組である。これは、

文部科学省の平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」（学生支援推進プログラム）に

選定された「免許を「とりたい」から教員に「なりたい」へつなぐ学生就職支援」事業の

一環で实施しているもので、「キャリア教育科目」として開講している「教職基礎演習Ⅰ～

Ⅲ」が含まれ、学生の基礎学力や教職教養に関する知識を向上させる授業である。 

 

【正課外の取組】 

 正課外の取組としては、大別して、以下の２つの種類が存在する。 

第一は、上記の「免許を「とりたい」から教員に「なりたい」へつなぐ学生就職支援」

事業の一環として取り組んでいるものである。これには、①１年次に实際に中学校や高等

学校を訪問し、生徒に触れ、授業等を参観することを通じて、教員に求められる資質・能

力とは何か、それらをどう身につけていくのかを考えさせながら、教職に対する漠然とし

た憧れをより明確なキャリア意識に変換させる「教師のお仕事入門」、②学校支援ボランテ

ィアの事前学習や事後のふりかえりを通じて、「教えられる側」から「教える側」へという

態度変容を支援する「現場实践経験基礎講座」、③所属する学年を問わず、放課後、国語や

英語、数学、理科、社会といった科目の基礎学力向上を目的として学生が取り組む自学自

習を支援する「学力 UP！スパイラル講座」（通称「タニスパ」）が含まれる。なお、「タニ

スパ」では、現在、講師を雇い入れ、学生が自力で解けなかった問題については講師から

の解説を受けられるようにするとともに、その講師による解説の過程を電子黒板・デジタ

ルビデオに記録・蓄積し、それにレファレンスをつけることで、学生が自力で解けなかっ

た問題についての指導をいつでも必要な時に得られるよう「教職リテラシー育成データベ

ース」構築も行っている。このデータベースは、今後、学生の自学自習に活用していく予

定である。 

第二に、就職課を中心にする取組がある。これは、学生、保護者、企業、大学の４者連

携に重点を置き、相互の交流の機会を設けるとともに、学生が充实した就職活動を進めら

れるよう取り組んでいるものである。 

 より具体的には、入学時に「就職ハンドブック」を配付するとともに、１年次から就職

説明会を定期的に实施している。１～２年次の就職説明会では、ゲーム形式での自己分析

やグループワーク等を通して、勤労観・職業観の涵養を図っている。３年次からは、ほぼ

毎月就職説明会を实施し、履歴書・エントリーシートの書き方、模擬面接、就職ナビの活

用方法、先輩による就職体験談や外部講師による講演会等といった内容の取組を行ってい

る。４年次においても、同様に、ほぼ毎月就職説明会を实施するとともに、学生個別に就

職・進路が決定するまでの活動をきめ細かく支援している。 

これらに加えて、各種セミナーや模擬試験等も行っている。2008（平成 20）年度から

は本学教育後援会からの資金援助を得て「教養知能基礎セミナー（公務員対策を含む）」を

導入するなど、充实を図っている。また、保護者、企業、大学のさらなる連携を図るため、
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「合同学内説明会（企業、官公庁等）」「保護者対象就職説明会」「企業との就職に関する説

明・懇談会」も实施している。 
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資料１ 「2009年度人間社会学部卒業生アンケート」の調査及び結果の概要 

（中道厚子（2011）「2009 年度人間社会学部卒業生アンケート結果のまとめ」 

『大阪大谷大学人間社会学会学会誌』Vol.5 の要約） 

 

１．調査概要 

（１）調査目的 

2005（平成 17）年度に誕生した人間社会学部にとって、2009（平成 21）年度の卒業生は

２期生・共学１期生にあたる。改組間もない人間社会学部に入学し４年間を過ごした学生

たちが本学での学びをどのように評価するのか。彼らの率直な声を今後の学部学科づくり

に活かすため、アンケート調査を实施した。 

 

（２）主要調査項目 

 主に以下のような項目についてたずねた。 

・本学を選んだ理由 

・コース制について 

・４年間の学びでよかったこと 

・改善して欲しいこと 

・所属コース 

・取得資格 

 

（３）調査対象  本学部４回生 154 名中有効回答 138 名（有効回答回収率 89.6％） 

 

（４）調査实施日  2010 年３月 19 日（金） 

 

２．調査結果 

（１）本学を選んだ理由（項目選択・福数回答可） 

 本学を選んだ理由は、「コースと資格」が大きな割合を占めていた。 

本学部学科のコースは、心理・カウンセリングコース、情報・ビジネスコース、健康・

スポーツコース、コミュニティ（地域・国際）コースの４つからなり、学生は１回生秋季

の希望調査でこのなかから１コースを選択する。ただし、人間社会学部のコース制は、多

彩な分野を個々の学生が主体的に学べるよう、他コースの科目の履修も一定可能としてい

る。 

 資格も、最も希望が多い中学校･高等学校教員免許（保健体育）をはじめ、各コースに関

連する資格が一定数用意されている。こうした非常に自由度の高いコース制や多種の資格

は、まだ自分の将来を確定できないでいる受験生にとっては魅力的であったようである。 

 

（２）コース制について（項目選択） 

 コース制について、コース選択の時期・学生のコースとゼミナール教員のコースとの一

致状況・満足度の３点についてたずねた。選択したゼミの担当教員の専門と自分のコース

の一致状況は７割であったが、時期について肯定的に評価する声も多く、全体として満足

度は８割を超える結果となった。 
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（３）４年間の学びでよかったこと（項目選択・福数回答可）  

よかったこととして「欲しい資格が取れたこと」と「友人関係」が７割を超えた。これ

に約３割で「クラブ活動」が続く。「学びたいコース」「欲しい資格」を理由として入学し

た学生は、卒業時に欲しかった資格を取得できたことに満足している。 

 

（４）改善して欲しいこと（自由記述） 

 教育内容については、「専門的に学べるようにして欲しい」「スポーツ関係のゼミをふや

して欲しい」など、健康・スポーツコースの学生にはさらなる専門性の幅や深さ、スポー

ツ健康系教員の増員を望む声が出た。他方、教員対応は「みんな熱心でよかった」「親切で

ていねいにわからないところを教えてくれる」など高評価も多かった。 

 

（５）所属コース（項目選択） 

 2009（平成 21）年度卒業生の４コース選択状況は、圧倒的に健康・スポーツコースが多

く全体の６割を超えた。同様の傾向は、その後の学年でも続いている。こうした状況が、

前述の学生の改善要望につながっており、学部改革の必要性を示唆する形となっている。 

 

（６）取得資格（項目選択・福数回答可） 

 教員免許に関しては、人間社会学部の過半数が取得している。特に中学校・高等学校（保

健体育）の教員免許取得者が非常に多い。また、その他の資格についても非常に取得意欲

が旺盛で、学内だけでなく学外でも取得する努力をしている。前述のように、資格が満足

度の決定にも大きな影響を与えるという人間社会学部の特性がよく表れている。 
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資料２ 人間社会学部スポーツ健康学科のイメージ図 

 

【将来の進路】 
 

 

 

 

【教育目標】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カリキュラム】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
スポーツ振興支援力 

 
地域のスポーツ振興に関する体系的知

識と実践的なスポーツ活動支援力を備

えた人材の育成 

 
 

健康維持・増進指導力 
 

個人の健康維持・増進に関する体系的

知識と実践的な運動指導力を備えた人

材の育成 

学科教育目標 

スポーツを通じて、人が生涯にわたり健康で豊かな生活を送るための
支援に必要な知識及び技能を修得し、加えて「人と社会」の関係を科
学の視点から探求することにより多角的にスポーツにかかわり、社会
の発展に寄与する人材を養成する 

 

キャリア教育プログラム 

地域スポーツコース 健康運動コース 

中学・高校教員 

（保健体育） 

総合型地域スポー

ツクラブ支援者 

スポーツ健康学系 

大学院進学 

民間健康増進施設 

指導者 

発展科目群 

基幹科目群 

実技科目群 

初年次教育プログラム 

 
① 垂直的な学び：基礎から発展まで、 

分野の体系的な理解を促す科目編成 
 

② 水平的な学び：実践力を備えた社会 
人として活躍するための汎用的な能
力・スキルの成長を目指す科目群 

 
③ 基盤的な学び：すべての基盤となる 

読み書き・コンピュータ操作能力の 
向上をはかる科目群 
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資料３ 人間社会学部人間社会学科 就職実績（詳細） 
 

      年月 2005年 

3月 

2006 年 

3月 

2007年 

3月 

2008年 

3月 

2009 年 

3月 

2010年 

3月 
平均 

区分  
 

  

卒業者数 49 46 39 56 135 156 80.2  

就職希望者数 29 36 33 47 113 115 62.2  

就職者数 23 30 28 43 100 95 53.2  

就職率（％） 79.3 83.3 84.8 91.5 88.5 82.6 85.0  

 
 
 

 
 
業 
 
 
 
 
 
 

種 
 
 
 
 
 
 

別 
 
 
 
 
 
 

内 
 

 

製造（食料品・繊維・医薬品・精
密機械等） 

5 4 2 8 13 11 7.2  

電気・ガス・熱供給・水道 1 0 1 0 1 1 0.7  

情報通信（新聞・出版・放送・情
報サービス等） 

0 2 6 2 3 2 2.5  

運輸（鉄道・航空運輸・倉庫等） 0 1 1 1 1 2 1.0  

卸・小売（百貨店・スーパー・医
薬品等） 

7 8 4 10 25 13 11.2  

金融・保険（銀行・証券・生命保
険等） 

2 2 6 5 19 4 6.3  

不動産 1 0 0 1 1 3 1.0  

飲食・宿泊 2 0 2 1 3 2 1.7  

医療・福祉 0 2 0 2 7 11 3.7  

 
 
  
教 
 
 
育 
 
 
支 

幼稚園教諭 0 0 0 0 0 1 0.2  

小学校教諭等 0 1 0 0 3 1 0.8  

中学校教諭等 1 0 1 2 10 11 4.2  

高等学校教諭等 0 0 0 0 1 4 0.8  

大学・短大教員等 0 1 0 0 1 0 0.3  

 
 
 
 

訳 
 

 
 
 

 

援 
特別支援学校教諭 0 0 0 0 3 4 1.2  

その他(学習塾・スポーツク
ラブ等） 

0 0 0 0 0 7 1.2  

公務（国家・地方公務等） 2 0 0 1 0 3 1.0  

サービス（郵便局・農協・旅行・
娯楽施設等） 

2 9 5 9 7 13 7.5  

その他（建設・農・林・漁・鉱業
等） 

0 0 0 1 2 2 0.8  

 
就 
職 
以 
外 

 

進学者 1 2 1 0 2 8 2.3  

各種学校進学者 0 2 1 1 1 5 1.7  

その他（留学・家事従事・ア
ルバイト等） 

25 12 9 12 32 48 23.0  
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資料４ 人間社会学部人間社会学科 コース選択状況一覧 
 

 

入学年度 

人間社会学科設置コース 

合計人数 
心理・カウンセ

リング 

コミュニティ 

（地域・国際） 

情報・ 

ビジネス 

健康・ 

スポーツ 

2005 年度 

（１期生） 

31 人 9 人 38 人 78 人 156 人 

19.9% 5.8% 24.4% 50.0% 100.0% 

2006 年度 

（２期生） 

11 人 18 人 27 人 103 人 159 人 

6.9% 11.3% 17.0% 64.8% 100.0% 

2007 年度 

（３期生） 

14 人 25 人 20 人 95 人 154 人 

9.1% 16.2% 13.0% 61.7% 100.0% 

2008 年度 

（４期生） 

30 人 17 人 25 人 82 人 154 人 

19.5% 11.0% 16.2% 53.2% 100.0% 

2009 年度 

（５期生） 

26 人 16 人 24 人 76 人 142 人 

18.3% 11.3% 16.9% 53.5% 100.0% 

2010 年度 

（６期生） 

15 人 15 人 32 人 90 人 152 人 

9.9％ 9.9％ 21.0％ 59.2％ 100.0％ 

平均人数 21 人 17 人 27 人 87 人 152 人 

平均％ 13.8% 11.2% 17.8% 57.2% 100.0% 
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資料５ スポーツ健康分野の学部・学科をもつ大学一覧（関西地区） 

 

大学 学部 学科 入学定員 所在地 

びわこ成蹊スポーツ

大学 
スポーツ学部 

生涯スポーツ学科 120 

滋賀 

競技スポーツ学科 150 

立命館大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 220 滋賀 

同志社大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 150 京都 

大阪国際大学 人間科学部 スポーツ行動学科 100 大阪 

大阪産業大学 人間環境学部 スポーツ健康学科 100 大阪 

大阪体育大学 

体育学部 

スポーツ教育学科 300 

大阪 
健康・スポーツマネ 

ジメント学科 
180 

健康福祉学部 健康福祉学科 120 

大阪電気通信大学 医療福祉工学部 健康スポーツ科学科 70 大阪 

関西大学 人間健康学部 人間健康学科 300 大阪 

近畿医療福祉大学 社会福祉学部 
健康スポーツコミュ 

ニケーション学科 
100 兵庫 

神戸女子大学 社会福祉学部 健康スポーツ栄養学科 60 兵庫 

武庫川女子大学 健康スポーツ科学部 健康・スポーツ科学科 150 兵庫 

兵庫大学 健康科学部 健康システム学科 40 兵庫 

天理大学 体育学部 体育学科 200 奈良 

大阪大谷大学 人間社会学部 スポーツ健康学科 100 大阪 

（平成 23 年度 各大学募集要項より抜出） 
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資料６ 人間社会学部人間社会学科 志願状況（詳細） 
 

  入学定員 志願者 志願倍率 入学者 
入学定員 

充足率 

2005 年度 

（第１期生） 
120 人 411 人 3.43 倍 154 人 1.28 倍 

2006 年度 

（第２期生） 
120 人 988 人 8.23 倍 163 人 1.36 倍 

2007 年度 

（第３期生） 
120 人 651 人 5.43 倍 149 人 1.24 倍 

2008 年度 

（第４期生） 
120 人 486 人 4.05 倍 156 人 1.30 倍 

2009 年度 

（第５期生） 
120 人 507 人 4.23 倍 145 人 1.21 倍 

2010 年度 

（第６期生） 
120 人 584 人 4.87 倍 158 人 1.32 倍 

平均 120 人 605 人 5.04 倍 154 人 1.29 倍 

※志願倍率及び定員充足率は小数点２位まで表示（小数点３位にて四捨五入） 

※平均の志願者数、入学者数は尐数点１位にて四捨五入 
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資料７ 人間社会学部 地域貢献事業リスト（平成17年～平成22年） 

            スポーツ関連のみ抜粋 

平成 17 年 

◆人間社会学部開設記念講演「人を育てる ～愛があるなら叱りなさい」 

 实施：11 月 19 日、講師：井村雅代氏 

◆子どもスポーツ教室（小学生）实施：６月４日～11 月 12 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆柏原市子ども会ソフトボール教室 实施：６月 12 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆八尾市小学生ソフトボール教室 实施：12 月４日、指導：児玉教授・学生（補助） 

 

平成 18 年 

◆子どもスポーツ教室（小学生）实施：６月３日～11 月 19 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆柏原市子ども会ソフトボール教室 实施：６月４日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆八尾市小学生ソフトボール教室 实施：10 月 21 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

 

平成 19 年 

◆柏原市子ども会ソフトボール教室 实施：５月 27 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆子どもスポーツ教室（小学生）实施：６月２日～11 月 18 日、指導：児玉教授・学生（補助）  

◆八尾市小学生ソフトボール教室 实施：６月３日・12 月２日、指導：児玉教授・学生（補助） 

 

平成 20 年 

◆公開講座「中・高校生のためのソフトボール教室（女子）」实施：12 月 13 日・14 日、指導：児玉  

教授・学生（補助） 

◆公開講座「中・高校生のためのバレーボール教室（女子）」实施：12 月 13 日・14 日、指導：宮内  

准教授・学生（補助） 

◆京都両丹地区高校生対象ソフトボール教室 实施：11 月 23 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

 

平成 21 年 

◆八尾市小学生ソフトボール教室 实施： ５月 30 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆公開講座「メタボ予防のための運動教室」实施：６月 22 日～1 月 25 日、指導：児玉教授・学生

（補助） 

◆総合型地域スポーツクラブを核とした活力ある地域づくり推進事業「子どものスポーツ活動の充

实～考えよう、子どもの体力とスポーツ環境～」（主催：（特活）長野スポーツ総合クラブ）への

協力 实施：10 月～12 月（バレーボール教室）・10 月 12 日（子どもの体力向上に関する調査）、

指導：宮内准教授・学生（補助） http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/club/1298025.htm 

◆公開講座「中・高校生のためのソフトボール教室（女子）」实施：11 月 29 日、指導：児玉教授・

学生（補助） 

◆柏原市子ども会ソフトボール教室 实施：12 月 21 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

 

平成 22 年 

◆公開講座「メタボ予防のための運動教室」实施：５月 24 日～12 月 13 日、指導：児玉教授・学生

（補助） 

◆八尾市小学生ソフトボール教室 实施：５月 30 日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆錦織公園ウォーキング指導 实施：７月 21 日 ～７月 28 日、指導：安田教授・学生（補助） 

◆柏原市子ども会ソフトボール教室 实施：12 月５日、指導：児玉教授・学生（補助） 

◆公開講座「中・高校生のためのソフトボール教室（女子）」实施：12 月 11 日・12 日、指導：児玉

教授・学生（補助） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/club/1298025.htm
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資料８ 人間社会学部スポーツ健康学科 カリキュラム体系表（詳細） 

 
科目群 科目

必修科目 [1] 宗教学A [1] 宗教学B [1] 体育(講義を含む) [1前] コンピュータ技術基礎Ⅰ
選択科目（外国語）
選択科目（人文科学系・社会科学系・自然科学系）

キャリア教育科目

基幹科目 学部必修科目 [1通] 基礎ゼミⅠ(学習技術) [2通] 基礎ゼミⅡ(研究入門) [3通] ゼミナールⅠ [4通] ゼミナールⅡ
[1前] 人間と社会A [4通] 卒業研究
[1後] 人間と社会B

学科必修科目 [1前] スポーツ健康学 [1前] スポーツ生理学A [1後] 基礎栄養学
[2後] スポーツ社会学 [2前] 健康管理学

コース共通科目 スポーツ健康系 [1前] 身体運動文化論 [1前] 生涯学習概論A [1前] 生理解剖学A [1後] 基礎食品学
[1後] スポーツ心理学 [1後] 生涯学習概論B [1後] スポーツ生理学B [2前] スポーツと栄養
[1後] 体育原理 [1後] 生理解剖学B [2前] 健康と調理
[2前] レクリエーション概論 [2前] スポーツ運動学
[2後] レクリエーション実技演習 [2前] 衛生・公衆衛生学
[2後] スポーツ経営管理学 [2後] スポーツバイオメカニクス

[2後] 発育・発達と老化

人間社会系 (社会学系) [1前] 社会学A [1後] 社会学B
[2前] 法と社会A [2後] 法と社会B

(心理学系) [1前] 心理学A [1後] 心理学B
(社会福祉学系) [1前] 社会福祉原論Ⅰ [1後] 社会福祉原論Ⅱ [1前] ボランティア論
(統計学系) [1前] 統計学A [1後] 統計学B

社会人基礎力系 [1前] ロジカルシンキング [1後] キャリアデザイン
[1前] パワーアッププラクティス講座Ⅰ(子どもイベント編) [1前] パワーアッププラクティス講座Ⅰ(地域コミュニティ編)
[2通] 社会研究実習Ⅰ(事前事後の指導を含む) [3通] 社会研究実習Ⅱ(事前事後の指導を含む)[3前] 企業研究

地域スポーツコース 健康運動コース
コース必修科目 4 [2後] スポーツ指導方法論 [2前] 生涯スポーツ論 [2前] 運動処方 [2後] 栄養と体重調節演習
コース選択必修科目 [2前] アスリート支援論 [2後] 子どものスポーツ [2前] 生活習慣病(成人病) [2前] 栄養機能食品論

[3後] 障害者スポーツ論 [2後] 中高年のスポーツ [2後] 運動負荷試験演習 [2前] 健康栄養調理実習
[3前] スポーツ指導特論Ⅰ（指導の基礎） [3前] 生涯学習特講 [2後] 体力診断演習 [3前] 生活習慣病と食生活
[3前] スポーツ指導特論Ⅱ（ニーズ別指導） [3前] 健康運動演習 [3前] 食品・栄養学実験
[3後] スポーツ指導特論Ⅲ（指導者の役割） [3後] 健康運動指導士特論A [3後] 健康食育論
[3後] スポーツ指導特論Ⅳ(競技者の指導） [3後] 健康運動実践指導者特論

[3前] スポーツ社会学特論 [4前] 健康運動指導士特論B
[3後] スポーツ政策論
[3後] スポーツコーディネート論

[2] エアロビックダンス演習 [2前] スポーツ産業論 [2前] 救急処置法演習 [2後] 栄養機能食品実習
[2] スポーツトレーニング演習 [2後] 健康スポーツ情報学 [2後] 医療管理学 [2後] スポーツ栄養調理実習

[2後] スポーツ障害と予防 [3前] 学校保健A [2後] 医療秘書学 [3前] フードコーディネート論
[3前] メンタルトレーニング演習 [3後] 学校保健B [2後] 医療福祉システム論Ⅰ [3前] 食品流通論

[3前] 保健体育総論 [3前] 医療福祉システム論Ⅱ [3前] ライフステージ栄養学
[3後] 特別支援体育論 [3後] フードスペシャリスト論
[3後] 保健体育実践演習 [3後] 食環境衛生学

[3後] 食品の官能評価・鑑別論

(社会学系) [2前] 国際協力論A [2前] 環境と社会(総合講座)A [2後] 環境と社会(総合講座)B
[2後] 国際協力論B [3前] ジェンダー論(総合講座)A [3後] ジェンダー論(総合講座)B

(心理学系) [2前] 社会心理学A [2後] 社会心理学B [2後] 産業心理学
[2前] 人間関係論 [2前] 発達心理学Ⅰ [2後] 発達心理学Ⅱ

(社会福祉学系) [2前] 地域福祉論Ⅰ
(統計学系) [2前] 社会調査法A [2後] 社会調査法B [3後] データ処理演習

実技科目 [1] スポーツ方法(ソフトボール) [1] スポーツ方法(テニス) [1前] スポーツ方法(水泳)
[2] スポーツ方法(陸上競技) [2] スポーツ方法(器械運動) [2] スポーツ方法(バレーボール) [2] スポーツ方法(バスケットボール)

[2前] スポーツ方法(キャンプ) [2] スポーツ方法(体つくり運動)

[3] スポーツ方法(ダンス) [3後] スポーツ方法(スキー) [3] スポーツ方法(柔道) [3] スポーツ方法(剣道)

（注）科目名称の前のかっこ書きは学年と開講期を示す（開講期の明記のないものは、前期・後期の複数開講）

英語Ⅰ（コミュニケーション）、英語Ⅱ、ドイツ語Ⅰ（コミュニケーション）、ドイツ語Ⅱ　等

共

通

教

育

科

目

専

門

教

育

科

目
コース共通選択科目

24

発展科目

西洋史学、東洋史学、日本史学、比較文学　等
経営学概論、政治学A、政治学B、経済と社会　等
現代科学論、コンピュータ技術基礎Ⅱ、自然科学入門　等
キャリア教育Ⅰ、キャリア教育Ⅱ、キャリア教育Ⅲ、文章表現A、教職基礎演習ⅠA　等

単位

8
8

16

44

16

6

20

10

22

10

4

2
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資料９「パワーアッププラクティス講座Ⅰ（地域コミュニティ編）」のキャリア教育効果 

（岡島克樹ほか（2010）「汎用的技能
ジェネリックスキル

向上プログラムの効果と今後の課題―大阪大谷大学人間社会

学部コミュニティ（地域・国際）コースの経験から」『大阪大谷大学紀要』Vol.44の要約） 

 

１． 取組の背景 

 本学部は、専門分野に関する知識を教授する、伝統的な大学教育のみならず、変化する社会

のニーズによりよく応えるため、学士力議論で言う「汎用的技能」の向上、または経済産業省

を軸として議論されてきた「社会人基礎力」の涵養を目指し、本学部内で实施可能なキャリア

教育を模索してきた。2000（平成12）年度からは「地域研究实習」というインターンシップ科

目を開講し、これを軸にして、学生に社会の現場を経験させるなかでコミュニケーション能力

などを磨く機会を付与してきたが、本学を含む近隣６大学が取り組む「实践力のある地域人材

の輩出」事業による文部科学省競争的資金「戦略的大学連携支援事業」への申請・選定を契機

として、2008（平成20）年度からは本学部コミュニティ（地域・国際）コースの「基礎ゼミⅡA」

（２年次前期配当、全８回）の枠組みを使って「パワーアッププラクティス講座Ⅰ」（略称は

PP講座Ⅰ）と呼ばれる取組も開始した。これは３年間のパイロットであり、効果評価を経て、

全学的に開放して開講することを念頭において实施された。なお、「PP講座」には、下図にも

あるように、「PP講座Ⅰ」のほか、上級編として「PP講座Ⅱ」という論理的思考力の向上をね 

                              らった科目もある。「PP 

                              講座Ⅱ」は本学を含む近 

                              隣６大学の教員と関連す 

                              る NPO が協働して、その 

  实施にあたるもので、大 

  阪府立大学のコンソーシ 

アム単位互換科目として 

  開講されている。 

 

 

 

２． 取組の目的と概要 

 「PP 講座Ⅰ」は、市民・社会人として生活・勤労していくにあたり求められるジェネリック

スキルを向上させるとともに、思考を深める作法を身につけることや地域コミュニティの諸課

題に対する関心醸成を目的として開講するものである。具体的には、５人程度のチームで町を

歩くなかで大学近隣コミュニティの課題を発見し、課題を緩和・解決するための企画を議論し、

その企画を発表し、教員や地域住民からコメントを得て練り直し、再度、市役所職員らの前で

発表するという課題解決型学習（Project-Based Learning。以下、「PBL」と表記する）で、全部

で８コマの授業時間を使って实施している。このような地域コミュニティの課題への関心醸成

とジェネリックスキル向上、思考作法の習得という当該取組の学習到達目標は、専門的な知識・

関心を高める「垂直的学び」、人間としての幅を広げる「水平的学び」、読み書き・PC 操作能

力を固める「基盤的学び」という学部全体の教育目標達成に貢献するものである。 

 

３． 取組の効果評価の方法 

 以上のような取組の効果評価を行うにあたり、本学を含む近隣６大学は共同でウェブ上に「キ

ャリア教育効果測定システム」を構築して、データを収集した。具体的には「汎用的技能」「社

入学時 PP 講座 

(2 回生前期) 

地域研究実習Ⅰ 

(2 回生夏休み) 

地域研究実習Ⅱ 

(3 回生夏休み) 

(３回生) 

PP 講座Ⅱ 

(3 回生後期) 

汎用的技能・社会人基礎力アップのイメージ 
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会人基礎力」の要素を計21の項目（１-１～１-15までが社会人基礎力、２-１～２-３までが自己

効力感、３-１～３-３までが職業観や社会に関する関心についての項目である）に分け、学生

にそれぞれの項目について「とてもある」から「まったくない」まで５段階で自己評価させ、

講座の前後で比較するという方法を採った。また、自由記述欄を設け、講座が個々の学生に与

えたインパクトについて自由に記述させた。 

 

４． 取組の効果 

 ３で述べたデータを変化の大きい項目順に整理したものは以下の表である。もっとも効果が

あったのは１-８の傾聴力や１-７の発信力、１-１の主体性であった。 

 

 

 

他方、３-３の人間と社会に対する専門知識や情報収集力においては想定していたほどの効果を

学生が实感しておらず、今後の課題も明らかになった。 

なお、本稿においては自由記述の分析は行えなかった。また、今回の取組のために行った効

果評価はあくまでも学生の自己評価であり、今後は、より実観性をもった評価の取組へと発展

させていくことが望まれる。 

質問項目（受講後ー受講前） 合計の差 平均の差
1-8　人が話しやすい雰囲気をつくって、人の意見をきちんと理解して聞く力 15 0.6
1-7　自分の考えをわかりやすく理解して、相手に理解してもらえるように伝える力 14 0.5
1-1　人から言われるのではなく、やらないといけないことを見つけて、自分から進んで取り組む力 13 0.5
1-6　解決すべき問題について、解決方法を工夫して考える力 12 0.5
1-10　グループの中で自分がどんな役割をすればよいのかを理解する力 12 0.5
1-4　目標を達成するため解決すべき問題を見つける力 11 0.4
1-13　学校で学んだことや体験したことを自分の生活や周りの人たちの仕事と結びつけて考える力 11 0.4
1-14　自分の考えや意見を相手が納得するように伝える力 11 0.4
1-9　自分の考えだけにとらわれずに、自分とは違う考えや立場も尊重して理解しようとする力 9 0.3
3-2　将来、どんな仕事につきたいか希望をもっている 9 0.3
1-3　言われたことをやるだけでなく、自分で目標を設定して、粘り強く行動する力 8 0.3
1-15　伝えたい情報をわかりやすいように工夫して伝える力 8 0.3
3-1　将来、仕事をするということには夢があると思う 7 0.3
1-2　目標を達成するために周りの人に呼びかけて一緒に行動する力 6 0.2
1-5　目標を達成するための方法やするべきことの順番を考えて準備する力 6 0.2
1-11　集団や社会生活の規則やルールを守って適切に行動できる力 6 0.2
2-1　前より伸びた自分を実感して、自分を見直した。 6 0.2
2-3　これからの勉強や活動で難しいと思うことがあっても、自分なりに努力してみようと思う 5 0.2
1-12　自分に必要な情報や資料をさがしたり、選び出したりする力 4 0.2
2-2　自分のためにこれからも学びたい 2 0.1
3-3　社会で起こるいろいろなできごとに興味をもっている 2 0.1
4-1　いまの自分の力（良いところや得意なこと）について、自分のことばで書いて下さい。 自由記述 自由記述
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資料10 「地域研究実習Ⅰ」「地域研究実習Ⅱ」の履修登録率・単位取得率 

 

年度・科目名称 履修登録者数 履修登録率 単位取得率 

平成14年度「コミュニティ研究演習」 56人 100% 85.7% 

平成15年度「コミュニティ研究演習」 50人 100% 98％ 

平成16年度「コミュニティ研究演習」 46人 100% 93.4％ 

平成17年度「コミュニティ研究演習」 40人 100% 95% 

平成18年度「コミュニティ研究演習」 56人 100% 98.2% 

平成19年度「地域研究实習」 76人 52.4% 50％ 

平成20年度「地域研究实習」 93人 58.5% 57％ 

平成21年度「地域研究实習」 111人 71.6% 68.5％ 

平成22年度「地域研究实習」（３年次） 118人 73.8% 61.9％ 

平成22年度「地域研究实習Ⅰ」（２年次） 71人 50.4% 70.8％ 

   

 

※当該科目は、2000（平成12）年度に開設された文学部コミュニティ関係学科の学生には「コ

ミュニティ研究演習」（必修）、2005（平成17）年度に開設された人間社会学部人間社会学

科の平成23年度入学の学生までは「地域研究实習」（選択）という科目名称で開講してきた。

2012（平成24）年度以降、スポーツ健康学科を含む人間社会学部に入学する学生には科目名

称を「社会研究实習Ⅰ」「社会研究实習Ⅱ」に変更して履修させる。 

 

※当該科目設置当初は３年次以上の学生にのみ履修させていたが、2009（平成21）年度入学生

から配当年次を変更し、２年次には「地域研究实習Ⅰ」、３年次には「地域研究实習Ⅱ」を

履修できるようにした。したがって、2012（平成24）年度以降に入学する学生も、２年次に

「社会研究实習Ⅰ」、３年次「社会研究实習Ⅱ」を履修することになる。 
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資料11 人間社会学部スポーツ健康学科 教員組織表 
 

 

 

 

 

申請前年度 申請年度 改革スタート

平成22年度 平成23年度 平成24年度

人間社会学部
人間社会学科

（健康スポーツコース）

人間社会学部
人間社会学科

（健康スポーツコース）

人間社会学部
スポーツ健康

学科

児玉 児玉 児玉
安田 安田 退職

亀井 亀井
中道 中道
吉川 吉川

大喜多
於勢
杉山

2 5 7
亀井 教授昇格

中道 教授昇格

宮内 宮内 宮内
山内 山内

3 2 2
三木
水鳥

0 0 2
計 5 7 11

短期大学部 短期大学部

大喜多 大喜多
於勢 於勢

教授

教授

准教授

講師
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資料12 人間社会学部 初年次教育プログラムの概要 
 

本学部の初年次教育プログラムは、高校から本学部に進学してきた学生の大学生活への適応

を支援することを目的とし、そのインパクトとしては、主に学習効果の向上はもとより、途中

退学の防止や就職率の向上を意図したものである。 

内容としては、大別して①学習支援と②生活支援の２つから構成され、具体的には、以下の

表にあるような正課・正課外の取組を行っている。 

 

科目・行事名称 説明 

正課外の取組 

フレッシュマンキャンプ １泊２日の合宿研修で、仲間づくりのためのさまざまなセッシ
ョンと、本学・本学部の教育目標の説明や、履修モデル等の紹
介をつうじた履修登録指導を行う。 

正課の取組 

基礎ゼミⅠ（学習技術） 当該科目では、通年 15 回分のうち 10 回を費やし、本学部教員
が作成した教科書に基づき、①読む力、②書く力、③調べる力、
④考える力、⑤発表する力に関して自己の能力を分析し、目標
を立てさせ、その目標を達成するための方法のいくつかを学ば
せる。 
 
残りの時間（５回分）については、前期を中心に学んだ学習技
術を統合するような内容を各自のゼミで自由に展開する。 

パワーアッププラクティス
講座Ⅰ（子どもイベント編） 

低下する子育て力を含む地域まちづくりに関する課題を発見
し、解決案をチームで企画し、発表するという PBC を通じて思
考の PDCA を経験する。グループワークによる大学レベルの学
びに必要な協働力・思考力を養うとともに、主体性を養い、自
ら自律的・能動的に学ぶ態度を醸成する。 

パワーアッププラクティス
講座Ⅰ（地域コミュニティ
編） 

キャリアデザイン 当該科目は、初年次という早期から、自己分析や勤労観・職業
観の気づきを促し、行動計画につなげることを目的とする。当
該科目の学習到達目標は、キャリア教育に関する中教審答申と
の関係では「キャリアプランニング力」「自己理解・自己管理
能力」「意欲・態度及び価値観」に該当する。 

コンピュータ技術基礎Ⅰ 当該科目は、ワードやセクセル、パワーポイント、本学のメー
ルシステムなど、基本的なコンピュータ操作能力を身につける
ことを目的とする。「基礎ゼミⅠ（学習技術）」との連携をさら
に強化し、「コンピュータ技術基礎Ⅰ」で学ぶ内容を「基礎ゼ
ミⅠ（学習技術）」で使用させる等、学生に理解・記憶の定着
をはかる機会を付与する。 

 

本学部の初年次教育の特徴としては、以下の４つがあげられる。 

 

① 初年次教育プログラム基幹科目の必修化： 本学部では初年次教育を教育カリキュラム全

体のなかで一つの重要な柱をなすものとしてとらえ、本学部初年次教育プログラムの軸と

なっている「基礎ゼミⅠ（学習技術）」「コンピュータ技術基礎Ⅰ」を必修とし、またフ

レッシュマンキャンプもこれまでどおり全員参加を原則とするなど、新入生全員に初年次

教育の主要部分を受ける機会を提供する。 

 

② 尐人数制： 本学部の初年次教育プログラムの軸となる「基礎ゼミⅠ（学習技術）」は、
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10名程度という尐人数制のなかで顔が見える関係を築き、きめ細やかな指導を可能にして

实施されるものである。 

 

③ 学部教員の全出動とFD： 「基礎ゼミⅠ（学習技術）」は、管理職教員を除くすべての学

部教員が担当し、实施されるものである。こうした体制を支える教員の指導力の向上をは

かるために、「大阪大谷大学人間社会学部初年次教育研究会」を立ち上げ、関連学会に所

属する教員が中心となって研修会を開催し、初年次教育に関連する研究動向や学内・他大

学の教育实践について情報共有を行うというFDの取組を併せて展開している。  

 

④ 学習態度の変容： 「基礎ゼミⅠ（学習技術）」や「キャリアデザイン」は、単に「読む」

「書く」「調べる」といった学習技術の基礎やキャリア形成に関する情報を一方的に伝授

するのではなく、それまでの受動的な学習態度を能動的で自律的なそれに変換することも

目的としていることも特徴の一つである。具体的には、学習技術を構成する諸能力・スキ

ルやキャリアプランニング力を要素分解し、自分のどの能力の何が課題となっているのか

を理解し、大学生活４年間のなかでそれらをどこまで引き上げるのか、そして設定した目

標の達成に必要な練習にはどのようなものがあるのかを伝え、練習の結果、何がどう変わ

ったのかを考える、換言すれば、自己分析・目標設定・評価というPDCAサイクルを学生

が自分自身で回すための基礎を確立する授業内容を持つ。 

 

⑤ PBL： また、本学部初年次教育プログラムでは、いわゆるPBLを協同学習でもって経験

し、そのなかで「基礎的・汎用的能力」を陶冶する「パワーアッププラクティス講座Ⅰ」

を２科目用意している。この科目は【資料９】でも示したように、すでに効果評価されて

いる取組であり、また、増加する大学教育に対する社会的な期待を背景にして、チームテ

ィーチングや近隣自治体・NPOからの審査員派遣など、学内外の資源の有効利用を試みる

取組である。
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資料13 人間社会学部スポーツ健康学科の履修モデル 
 

モデル１（地域スポーツコース） 地域のスポーツ振興に関する体系的知識と実践的なスポーツ活動支援力を備えた人材の育成

前 後 通 前 後 通 前 後 通 前 後 通

宗教学A 2
宗教学B 2
体育(講義を含む) 2
コンピュータ技術基礎Ⅰ 2

英語Ⅰ（コミュニケーション） 2 英語Ⅱ 2
ドイツ語Ⅰ（コミュニケーション） 2 ドイツ語Ⅱ 2

ことばの科学 2 メディアの英語A 2
メディアの英語B 2

日本国憲法 2 地域文化論（総合講座）A 2
地域文化論（総合講座）B 2

自然科学入門 2

文章表現A 2

基礎ゼミⅠ(学習技術) 2 基礎ゼミⅡ(研究入門) 2 ゼミナールⅠ 4 ゼミナールⅡ 4
人間と社会A 2 卒業研究 4
人間と社会B 2

スポーツ健康学 2 健康管理学 2
スポーツ生理学A 2 スポーツ社会学 2
基礎栄養学 2

生涯学習概論A 2 レクリエーション概論 2
生涯学習概論B 2 レクリエーション実技演習 2
ｽﾎﾟｰﾂ生理学B 2 衛生・公衆衛生学 2

発育・発達と老化 2

ボランティア論 2 法と社会A 2

パワーアッププラクティス講座Ⅰ 2
　　　　　(地域コミュニティ編)
キャリアデザイン 2

　　　　　　

生涯スポーツ論 2
スポーツ指導方法論 2

アスリート支援論 2 スポーツ指導特論Ⅰ（指導の基礎） 2
子どものスポーツ 2 スポーツ指導特論Ⅱ（ニーズ別指導） 2
中高年のスポーツ 2 スポーツ指導特論Ⅲ（指導者の役割） 2

スポーツ指導特論Ⅳ(競技者の指導） 2
生涯学習特講 2
スポーツ社会学特論 2
スポーツ政策論 2
障害者スポーツ論 2

エアロビックダンス演習 2 ライフステージ栄養学 2
スポーツ障害と予防 2 メンタルトレーニング演習 2
スポーツトレーニング演習 2

データ処理演習 2

スポーツ方法(ソフトボール) 1 スポーツ方法(器械運動) 1 スポーツ方法(スキー) 1
スポーツ方法(水泳) 1 スポーツ方法(キャンプ) 1 スポーツ方法(剣道) 1

学期別取得単位数 19 19 6 17 17 6 16 16 4 0 0 8 128 128 128 128

52

44 44

単位
卒業
要件

32

8

32

4 4

20 20

10 10

52

専
門
教
育
科
目

6 6

コース共通科目

スポーツ健康系

人間社会系

社会人基礎力系

コース必修科目 4 4

22コース選択必修科目

実技科目

基幹科目

選択科目

人文科学系

社会科学系

自然科学系

共
通
教
育
科
目

必修科目

選択科目（外国語）

学部必修科目

学科必修科目

キャリア教育科目

発展科目

16

12

8 8

1616

2 2

16 10

卒業
要件

単位
１年 ２年

単位
３年

コース共通選択科目

単位
４年

単位
単位

8
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モデル２（健康運動コース） 個人の健康維持・増進に関する体系的知識と実践的な運動指導力を備えた人材の育成

前 後 通 前 後 通 前 後 通 前 後 通

宗教学A 2

宗教学B 2
体育(講義を含む) 2
コンピュータ技術基礎Ⅰ 2

英語Ⅰ（コミュニケーション） 2 英語Ⅱ 2
朝鮮語Ⅰ（コミュニケーション） 2 朝鮮語Ⅱ 2

ことばの科学 2 メディアの英語A 2
メディアの英語B 2

日本国憲法 2 地域文化論（総合講座）A 2
地域文化論（総合講座）B 2

自然科学入門 2

キャリア教育Ⅰ 2 キャリア教育Ⅲ 2

基礎ゼミⅠ(学習技術) 2 基礎ゼミⅡ(研究入門) 2 ゼミナールⅠ 4 ゼミナールⅡ 4
人間と社会A 2 卒業研究 4
人間と社会B 2

スポーツ健康学 2 健康管理学 2
スポーツ生理学A 2 スポーツ社会学 2
基礎栄養学 2

生理解剖学A 2 スポーツバイオメカニクス 2
スポーツ生理学B 2 発育・発達と老化 2

スポーツと栄養 2
スポーツ運動学 2

社会福祉原論Ⅰ 2
社会学B 2

社会研究実習Ⅰ 3 社会研究実習Ⅱ 3
　　　(事前事後の指導を含む) 　　　(事前事後の指導を含む)

運動処方 2

栄養と体重調節演習 2

生活習慣病(成人病) 2 生活習慣病と食生活 2 健康運動指導士特論B 2
運動負荷試験演習 2 健康運動演習 2
体力診断演習 2 健康運動指導士特論A 2

健康食育論 2

救急処置法演習 2 ライフステージ栄養学 2
スポーツトレーニング演習 2
エアロビックダンス演習 2
健康スポーツ情報学 2

データ処理演習 2
ジェンダー論（総合講座）A 2
ジェンダー論（総合講座）B 2

スポーツ方法(テニス) 1 スポーツ方法(キャンプ) 1 スポーツ方法(スキー) 1

スポーツ方法(水泳) 1 スポーツ方法(体つくり運動) 1 スポーツ方法(ダンス) 1

学期別取得単位数 19 15 6 17 17 9 14 14 7 2 0 8 128 128 128 128

52 52

44 44

単位
卒業
要件

32 32

共
通
教
育
科
目

社会科学系

自然科学系

1616

必修科目

選択科目（外国語）

キャリア教育科目

専
門
教
育
科
目

学部必修科目

学科必修科目

スポーツ健康系

人間社会系
コース共通科目

基幹科目

社会人基礎力系

コース必修科目

選択科目

人文科学系

コース選択必修科目

実技科目

発展科目

コース共通選択科目

6 6

4 4

18 16

16

12 10

4 4

6 2

20 20

10 10

４年
単位

単位１年
単位

２年
単位

３年
単位 卒業

要件

8 8

8 8

 



- 54 - 

 

資料14 人間社会学部 フレッシュマンキャンプの概要とその効果 

 

１．フレッシュマンキャンプの目的と内容 

本学では、本学部を含め、毎年、入学してから講義が始まるまでの間に各学部・学科単位で

新入生全員を対象に１泊２日の合宿型研修「フレッシュマンキャンプ」を行っている。その目

的は以下のとおりである。 

 

①大学の建学の精神を理解する 

②大学において学ぶことの意義及び大学生活の望ましいあり方について考える。 

③大学における授業の進め方とそれに対応する学習方法を理解するとともに、授業以外の時

間の適切な活用について考える。 

④各学部・学科企画により、それぞれの特色を理解する。 

⑤フレッシュマンキャンプ中の諸活動を通じて、集団生活による一体感を高める。 

⑥グループミーティング、散策、会食、宿泊等 2 日間のスケジュールを共にすることにより、

教職員学生間及び学生相互の交流をはかる。 

⑦上級生や教員との懇談により、大学生活についての理解を深める。 

  大阪大谷大学（2009）『大阪大谷大学 自己評価報告書・本篇[日本高等教育評価機構]』p.98-99 より抜粋 

 

なお、フレッシュマンキャンプは本学が行う初年次教育の一環であり、これ以外にも、フレッ

シュマンキャンプの前後に学内で行われるオリエンテーションや基礎ゼミ等の枠組みを活かし

て、本学の教育理念や学部・学科の教育目標、

大学での学び方等については繰り返し伝える

機会を設け、大学生活への円滑な適応を支援

している。 

本学部における具体的なスケジュールとし

ては、２月からフレッシュマンキャンプの準

備を開始し、４月初旬の当日には右にあるよ

うな企画を实施している。本学部のフレッシ

ュマンキャンプは、準備段階から实施にいた

るまで、教員と上級生とが協働して作業にあ

たることが特徴の一つとなっている。 

 

２．フレッシュマンキャンプの効果 

本学部では、このフレッシュマンキャンプの効果を確認するために、毎年フレッシュマンキ

ャンプ終了後にアンケートを实施している。以下は、2010 年度に行われたフレッシュマンキャ

 

フレッシュマンキャンプのスケジュール例 

１日目 

  ① 開会式 

  ② 教務オリエンテーション（全体説明） 

  ③ エクササイズ 

 ④ 他己紹介と旗づくり 

２日目 

  ⑤ ラジオ体操 

  ⑥ 教務オリエンテーション（個別対応） 

 ⑦ 閉会式 
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ンプの効果評価の概要とその結果である。 

 

(1)2010 年度フレッシュマンキャンプアンケートの概要 

实施日程：2010 年４月６～７日（木・金） 

 实施場所：舞洲スポーツアイランド（大阪） 

 参加人員：新入生 160 名、教職員 18 名、先輩学生 18 名 

  アンケート配布：フレッシュマンキャンプ２日目に学生に配布 

  アンケート回収：翌週１回目の「基礎ゼミナールⅠ」で各担当教員が回収 

  回収率：160 人中 141 人 回収率 88.1% 

 調査項目：以下の２つの項目を設けている。（記名式） 

 

① 気持ち温度：フレッシュマンキャンプ内で行われた企画ごとに「気持ち温度」と題

して充实度を評価する。つけられた「気持ち温度」がマイナス 60 度に近いほど充

实度が低く、140 度に近づくほど充实度が高い。 

② 自由記述：フレッシュマンキャンプ全体の印象のほか、宿泊・研修場所、食事内容、

交通手段、企画内容の満足・不満足、教職員や上級生への要望・質問等について自

由に記述する。 

 

(2)アンケート結果（気持ち温度） 

各企画・プログラムにおける気持ち温度は、開会式の温度が最も低く、その後プログラムが

進行するにつれて温度は上昇し、１日目の夜に实施したレクリエーションが２日間を通じて最

も高い温度となっている。２日目の朝のラジオ体操は、開会式に次いで低い温度であったが、

その後のプログラムで持ち直し、２日目は閉会式が最も温度の高い形で終了している。 

どの企画にも、上級生が重要な役割

を果たしているが、とくにレクリエ

ーションは参加する上級生全員が協

力しあって場を盛り上げてくれるも

ので、新入生による評価が高い。こ

れは、教員の観察によっても裏づけ

られている。すなわち、最初は表情

の固い新入生も、ゼミごとのゲーム

を通して徐々に和んでき、１日目最

後のレクリエーションでは仲間との

コミュニケーションを楽しむように

なってくる。また、このレクリエー
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ションが友達づくりにとって大きなきっかけとなっていることを示す自由記述もある。 

  

(3)アンケート結果（自由記述） 

回答した 141 名中、自由記述の無記入は１名のみで、ほと

んどの学生が、熱心にフレッシュマンキャンプで感じたこと

を記述していた。 

その内容を整理し上位 10 位までを並べた結果をみると、

わずか２日間ではあるが、友達ができたことのうれしさ、不

慣れな自分の時間割づくりを克服できたという安堵感、上級

生との交流による大学生活へのイメージ形成など、行く前の

不安が払拭され、これからの大学生活への意欲につながって

いることが伺える。これ以外にも、来年の１回生のためにキ

ャンプを続けて欲しい・自分も後輩のためにがんばりたいな

ど、自己のことだけではなく次の学年にまで配慮する学生も出てきている。 

 

３．まとめ 

これらのフレッシュマンキャンプの効果をみるために、開始時と終了時の状況を比較すると、

開会式時の平均 18.8 度は閉会時には 60.9 度に上昇している。開会式と閉会式の温度の散布図

を比較すると、開会式にはマイナスエリアにあった 24 人は閉会式時に４人に減尐し、全体が

上昇していることがわかる。自由記述にもあらわれていた、不安な思いをかかえ、消極的に参

加していた新入生が、上級生や教員の支えを力に、友達づくり・履修方法の理解を通して、４

年間の大学生活に対して前向きな状態に変化していることがわかる。これらのことから、スム

ーズな大学生活のスタートのために、フレッシュマンキャンプは、非常に大きな役割を果たし

ていると言える。 
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順位 件数

1 100

2 87

3 78

4 37

5 36

6 32

7 23

8 22

9 19

10 12

改善点の指摘

食事はよかった

旗作りはよかった

友達ができてうれしい

行ってよかった

履修・時間割できた

自由記述の内容

先輩は親切だった

行く前不安

レクリェーションがよかった

期待と意欲をもてた

ン
（
全
体
）
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資料15 大阪大谷大学 海外留学・研修制度の概要 

 

１．本学の海外留学制度  

本学の海外留学制度には、期間によって、長期留学と半期留学の２種類があり、それぞれ１

年間と６ヶ月の留学を行っている。長期留学・半期留学、いずれの場合も、本学が協定を締結

した海外の大学での「派遣留学」と、学生本人が自分で選択し、本学の各学部教授会が認定す

る海外の大学での「認定留学」との２種類がある。 

「派遣留学」「認定留学」いすれの場合であっても、国際的視野を身につけるとともに、外国

語でのコミュニケーション能力の向上を促進することを意図して、長期留学については 32 単位

を、半期留学については 16 単位を上限として、「共通教育科目」の「選択科目―外国語」を中

心として単位認定することができるようにしている。 

 なお、現在、本学が協定を締結している海外の大学は以下の表のとおりである。 

 

国名 大学名 

イギリス バーミンガム大学、シェフィールド・ハラム大学、リーズ・メトロポリタン
大学 

アメリカ モラヴィアン大学、アラバマ大学タスカルーサ校、オハイオ大学 

韓国 又松大学 

中国 遼寧大学（推奨大学）、遼寧師範大学（推奨大学） 

 

２．本学の海外研修制度 

 また、本学は３つの種類の短期の海外研修（２～３週間）も实施している。具体的には、カ

ナダ・ランガラカレッジおよびニュージーランド・国立ワイカト大学、イギリス・グロスター

シャー大学で英語を学ぶ「英語研修」、アメリカ・モラヴィアン大学を受入先として近隣の公立・

私学の小学校や幼稚園等を見学し多様な教育文化を学ぶ「教育研修」、韓国・又松大学で韓国の

伝統文化を学ぶとともに国際交流活動に従事する「語学・文化研修」の３つである。 

なお、このほかにも、人間社会学部独自の取組として2006（平成18）年度から、毎年、カン

ボジアスタディツアーを实施しており、健康・スポーツコースの学生を含め、例年10数名の参

加がある。 

 

３．本学による海外の大学の受入 

 さらに、本学は海外の大学との協定に基づき、本学への受入を行っている。まず、アメリカ・

モラヴィアン大学からは2010（平成22）年度において２名の学生を1ヵ月受け入れたことを皮切

りに、今後も毎年数名の学生を受け入れる予定である。また、韓国・又松大学からも2011（平

成23）年度から３名の交換留学生の受入を開始する。 
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資料16 「地域研究实習Ⅰ」「地域研究实習Ⅱ」のスポーツ健康系受入先 

 

番号 実施年度 実習先 実施人数 備考

1 株式会社ザ･ビッグスポーツ 2
2 コ・ス・パ藤井寺店 1
3 和歌山県立熊野高等学校　バレーボール部 1
4 和歌山県立伊都高等学校　バトミントン部 1
5 平成19年度　関西大学バレーボール連盟　秋季リーグ戦 1
6 ガンバ大阪　門真スクール 1
7 ミズノ株式会社 1
8 ソフトボール教室 8
9 長野総合スポーツクラブ 1
10 朝日スポーツクラブ 1
11 特定非営利活動法人　アスロン 2
12 ガンバ大阪堺サッカースクール 1
13 大阪府立河南高等学校　ソフトテニス部 1
14 社団法人　神戸フットボールクラブ 1
15 株式会社　エルステップス 1
16 生駒市立緑ヶ丘中学校　ハンドボール部 1
17 和泉市立郷荘中学校　野球部 1
18 大谷中学校　高等学校　ハンドボール部 1
19 富田林市立第一中学校 女子バレー部 1
20 八尾市立桂中学校　バスケットボール部 1
21 大阪市立咲くやこの花高等学校　バスケットボール部 1
22 大阪府立八尾高等学校　ソフトボール部 1
23 京都府立木津高等学校　バドミントン部 1
24 和歌山市立和歌山高等学校　ソフトテニス部 1
25 大阪体育大学 1
26 日本体育大学 1
27 大阪サッカークラブ株式会社　 2
28 かけっこ教室 3
29 ソフトボール教室 8
30 鯖江女子スポーツ少年団　 1
31 スポーツクラブ　ルネサンス　住之江 1
32 千代田ミニバスケットボールクラブ 1
33 八尾市立室内プール「しぶき」 1
34 「メタボ予防のための運動教室」トレーニング補助） 12
35 特定非営利活動法人　長野総合スポーツクラブ 3

平成19年度

平成20年度

平成21年度

（次ページにつづく） 
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番号 実施年度 実習先 実施人数 備考

36 大阪体育大学　アスレティックトレーナールーム 2
37 英明高校　野球部 1
38 大阪府立大塚高等学校 野球部 2
39 大阪府立河南高等学校 女子バレーボール部 1
40 大阪府立河南高等学校 水泳部 1
41 大阪府立東住吉高等学校 陸上競技部 1
42 大阪府立東淀川高等学校 硬式野球部 1
43 大阪府立松原高等学校 軟式野球部 1
44 大阪府立松原高等学校 軟式野球部 1
45 大阪府立美原高等学校 陸上競技部 1
46 大阪府立美原高等学校 水泳部 1
47 大阪府立緑風冠高等学校 サッカー部 1
48 大谷中学校高等学校 ハンドボール部 1
49 四條畷学園高等学校 水泳部 1
50 奈良県立桜井高等学校ソフトボール部 1
51 PL学園高等学校 女子バレーボール部 1
52 立命館初芝橋本高等学校 バスケットボール部 1
53 和歌山市立和歌山高等学校 バレーボール部 1
54 和歌山県立笠田高等学校　硬式野球部 1
55 和歌山県立粉河高等学校 男子バレーボール部 1
56 和歌山県立橋本高等学校女子バレーボール部 1
57 斑鳩町立斑鳩南中学校 バレーボール部 1
58 大阪市立梅南中学校 ソフトボール部 1
59 大阪市立北稜中学校 女子バレーボール部 1
60 堺市立金岡南中学校 野球部 1
61 堺市立美木多中学校 女子バスケットボール部 1
62 富田林市立金剛中学校 女子バレーボール部 1
63 富田林市立藤陽中学校 バレーボール部 1
64 南部町立南部中学校 軟式野球部 1
65 和歌山市立紀伊中学校 女子バレーボール部 1
66 アスペルジュ企画有限会社　J-サーキット　アザール桃山台 1
67 バロンセスト 1
68 フィットネスクラブ　コ・ス・パ光明池スイミングスクール 1
69 フィットネスクラブ コ・ス・パ藤井寺 1
70 株式会社エルステップス 9
71 かけっこ教室 1
72 ガンバ大阪　堺サッカースクール　ジュニアコース 2
73 TOTAL BODY DESIGN　ゴリラックス 1
74 錦織公園　ウォーキング指導 1
75 公開講座「中・高校生のためのソフトボール教室」 1
76 公開講座「メタボ予防のための運動教室」 8
77 ソフトボール教室 5
78 特定非営利活動法人　アスロンアスロンジュニア・スポーツクラブ 1
79 特定非営利活動法人　長野スポーツ総合クラブ 1
80 第21回全日本ビーチバレー女子選手権大会
ビーチバレーボールジャパンレディース2010
 1

平成22年度

本学が健康運動
指導士の養成校
となったのは平成

20年4月1日か
ら。（対象は平成
20年度入学者

～）
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