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Ⅰ 全入時代の大学と学生像Ⅰ 全入時代の大学と学生像

Ａ．大学等進学率の増加と選抜方法の変
化

１．大学全入とは

全入＝100％進学ということではなく、
学力を問わずに80％以上が入学できる
状況と言うこと。

資料1 表1 参照

平成22年度 学校基本調査速報. 
・受験者数の減少 →18歳人口の減少
・大学・短大への志願率の増加

就職難、高学歴志向などの高まり
・大学の収容率の増加

→18歳人口の減少。大学間格差

大学・短大等への現役進学率は7年連続の上昇
で過去最高の54.4％

2010年度は定員割れが少し改善

私立大入学定員割れ、前年度より48校
減・8.4ﾎﾟｲﾝﾄ低下の ２１７大学、

３８.１％に改善！

しかし・・・

２．学力を問わない入学選抜方法の増加２．学力を問わない入学選抜方法の増加

2008年度 中央教育審議会報告

資料1 図2

一部の大学には激しい競争があるものの、約3
割が倍率1倍台であり、定員を満たせない大
学も出ている。

すべての大学が「ユニバーサル型」ではない。

学部による差異も存在する



ユニバーサル・アクセス型大学の入学選抜ユニバーサル・アクセス型大学の入学選抜

図2

2008年度 一般入試での入学者 約56％
（約33 万人）

表2-～4 参照 2010年度

一般入試 33万4312人 同様に56%

推薦入試・AO入試入学者

26万7349人 全体の44%

内 学力検査を経由した入学者約3 万人

（全体の約5 ％）とされる

2008年度 中央教育審議会報告より2008年度 中央教育審議会報告より

「学力不問」ともいわれる入試の拡大への懸
念
ＡＯ入試を実施する約６割の学部、推薦入試
を実施する約５割の学部が、基礎学力の担保
の面で課題があると感じている。
大学の約６割が高校教育の補習授業等を実施
している。
高校側も、ＡＯ入試のみを目標とすることに
伴う学力低下及び、安易な拡大による学力軽
視傾向の懸念

→不本意修学の増加

高校からの延長線上にある高校からの延長線上にある

平成18年度時点の日本の高校進学率は９７.
７％で、そのうち９５％は卒業 （石倉
他,2008, p.168）
学校以外の平日の勉強時間が「ほとんどな
し」の高３生 （秋時点）…約４割
うち大学進学者：「ほとんどなし」「30分程
度」 …約３割
理工系学部の大学１年生のうち、高校で数学
Ⅲ・Ｃを履修していない

⇒理学部約３割、工学部約２割
医歯薬学部の大学１年生のうち、高校で生物
を履修してない ⇒約３割 （中教審）

学修状態の如何に関わらず卒業させて
しまっている状況が考えられる。

「就職できないから進学する」という
層の発生 （石倉他,2008, p.168）

→学習意欲のないまま大学へ

Ｂ．全入時代の学生像
１．学生の一般的状況

Ｂ．全入時代の学生像
１．学生の一般的状況

高校時代の自分の学習状況を後悔している大学生が多
数存在。
進学した大学の授業に困難さや不満を抱いている者
約３割

「高校のときもっと勉強しておけばよかった」と思
う大学1 年生は71.8 ％。
大学で「やりたいことが見つからない」と思う大学
１年生は42.8 ％。
大学の授業に「ついていけない」と思う大学１年生
は26.6 ％。
「可能であれば、別の学部・学科や大学・学校に行
きたい」1 年生は29.9 ％。 （中教審）

学習意欲の低下、目的意識の希薄化

学力や学習スタイルも十分に形成され
ていない

大学に来なくなって休学・留年になっ
た挙句に退学するという、いわば自滅
型のものが多い（石倉他, 2008)

→中途退学の増加



大学教員を対象とする調査

６割を超える教員が「学力低下」を問
題視

特に論理的思考力や表現力，主体性な
どの能力が低下していると指摘

（中教審答申）

手が掛かる学生たちの増加手が掛かる学生たちの増加

90分という授業時間はもたない
履修登録の仕方がわからない→そのままおい
ておく
空きコマの過ごし方がわからない、（友人が
いない）
ノートの取り方がわからない・・・

大学での過ごし方,人としての成長,人間関係、
自己決定する意思、学ぶ意欲、これらすべて
に対応するための初年次教育。しつけから
「自立した大学生」となるように育てる。

２．全入時代の大学教育の課題２．全入時代の大学教育の課題

学士課程教育の構築に向けて（答申）学士課程教育の構築に向けて（答申）
平成20年12月24日 中央教育審議会

＜知識・理解＞
①多文化・異文化に関する知識の理解 ②人類の文化、社会と自然に関
する知識の理解

＜汎用的技能＞
①コミュニケーション・スキル ②数量的スキル ③情報リテラシー ④

論理的思考力 ⑤問題解決力

＜態度・志向性＞
①自己管理力 ②チームワーク・リーダーシップ ③倫理観 ④市民と
しての社会的責任 ⑤生涯学習力

＜統合的な学習経験と創造的思考力＞
①獲得した知識・技能・態度等を総合的に活用、自らが立てた新たな課
題にそれらを適用、その課題を解決する能力 4分野13項目

Ⅱ.日本における初年次教育Ⅱ.日本における初年次教育

A.初年次教育と導入教育、キャリア教育
原語はFirst Year Experience＝「初年次経
験」
学問的要素、オリエンテーション、真理的発達
を特に重視し、真に教育を受けた人間となるた
めの幅広い領域を視野に入れたもの(石倉他）。

「大学への円滑な移行を促すためには、教室内の
学問的経験だけでなく、課外活動や寮生活も含
めて教室内外で包括的・総合的に大学への移行
を円滑に促す必要がある」（濱名,2006).

[初年次教育]
高校から大学への移行＝適応

「高等学校から大学への円滑な移行を図り、大
学での学問的・社会的な諸条件を成功させる
べく、主として大学新入生を対象に作られた
総合的教育プログラム。高等学校までに習得
しておくべき基礎学力の補完を目的とする補
習教育とは異なり、新入生に最初に提供され
ることが強く意識されたもの。」（文部科学
省,2008)

【導入教育】【導入教育】

・学士課程における専門教育の到達目標
をゴールとして、ナビゲーションする
ことが前提。

・「導入」の後の「発展」「展開」「完
成」といった後に続くステップ（国家
資格・免許取得など）を想定。

専門教育が出発点であり、専門教育の
修得が目標 （濱名,2006)



★1年次は初年次教育、それ以降の専門
教育への発展に求められるのが導入教
育で、初年次教育はその入り口となる
最も基礎的な学習スキルの修得などと
いえる。

「導入教育」は、初年次教育の一類型
（導入―展開―発展―完成といった構
造化されたカリキュラム体系を前提と
する呼称）（濱名,2009）。

【キャリア教育】【キャリア教育】

◎「望ましい職業観・勤労観及び職業に関する
知識や技能を身に付けさせるとともに，自己
の個性を理解し，主体的に進路を選択する能
力・態度を育てる教育」（中教審答
申,1999)

◎「学生が将来への目的意識を明確に持てるよ
う，職業観を涵養し，職業に関する知識・技
能を身に付けさせ，自己の個性を理解した上
で主体的に進路を選択できる能力・態度を育
成する教育」(大学審議会,2000)

文科省(2004).
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/wakamono/index.ht

m

文科省(2004).
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/wakamono/index.ht

m

経済産業省(2006).「社会人基礎力」

（３つの能力/１２の要素）

大学におけるキャリア教育大学におけるキャリア教育

とりあえず進学した人達に必要な教育

小中高における進路指導・職業教育の継続と専門職
業人の育成

ニート、フリーター対策としてのキャリア支援→社
会的要請（社会人基礎力など）

「導入教育」と「キャリア教育」とは、自己分析、
ライフプランやキャリアプランといった内容面で共
通点がある

＊多様なキャリア教育が行われているが、学校図書館
と異なり、大学図書館は登場しない。

２．初年次教育の実施状況
図3 参照

２．初年次教育の実施状況
図3 参照

大学における教育内容等の改革状況について

(平成20年度）22年5月26日

何らかの初年次教育を実施する大学H19：
570 大学（79％）→H20：595 大学
（82％）へ

学部段階において，教育課程内，教育課程外
のいずれかでキャリア教育を実施している大
学は674 大学（93%）



３．初年次教育のカリキュラム内容
図4 参照

３．初年次教育のカリキュラム内容
図4 参照

「レポート・論文の書き方等文章作法関
連」･･･505 大学（初年次教育を行う大学の
85％が実施）

「プレゼンテーションやディスカッション等
の口頭発表の技法関連」･･･449 大学（同
75％が実施）

「将来の職業生活や進路選択に対する動機・
方向付け関連」･･･360 大学（同61％が実
施）

初年次教育を通じて学生が習得するものの重要度
－「スタディ・スキル系」の実施状況－（渡邊, 2007)

初年次教育を通じて学生が習得するものの重要度
－「スタディ・スキル系」の実施状況－（渡邊, 2007)

＊スタディスキルの中に図書館利用、レポートの
書き方があるが、調査法などとの関連も重視さ
れるべき。

＊初年次に学生が修得するものの重要度の高いも
のとして、図書館の利用・文献探索も10位以内
には入っている。

＊私学高等教育研究所（2005）『私立大学にお
ける一年次教育の実際』

「どの学部にも普遍的な導入教育」の要素

①「レポートの書き方」

②「図書館の利用、文献検索法」等の技能

③「リソース利用」

→ これらは学生からのニーズも高い要素

Ｃ．看護学における初年次教育の特性Ｃ．看護学における初年次教育の特性

「大学のユニバーサル化にともない20 年前で
あれば看護専門学校へ入学できなかった者が
入学し、その基礎学力などが一様に低下して
いる現状がある」(久司, 2011)

『名古屋大学 新入生のためのスタディティップス』(2007)

大学は何のためにあるのか?
大学で学ぶことの意味は何か?
教養・学識とは何か?
大学で身につけるべき態度は何か?
大学で学ぶ上での倫理は何か?

大学の自由に関する基本理念

「あなたが他者を自分と同じくらいに尊重して、あな
たと他者を結び付けている知を大切にする。それら
ができて初めて、自由に考え、自由に行動し、自分
の意見を自由に他者に伝えるという『大学の自由』
を享受することができるのです」

具体的な事例

・知への尊敬を払う

・他者の生命を尊重する

・他者の人格を尊重する

・他者の学習を尊重する

名古屋大学の「キャンパスの倫理」と看護学教育名古屋大学の「キャンパスの倫理」と看護学教育

看護学におけるクリティカル・シンキング
の養成 （武田他, 2007)

看護学におけるクリティカル・シンキング
の養成 （武田他, 2007)

クリティカル・シンキング（批判的思考）
＝物事を客観的かつ多面的捉え、規準に基づいて判
断する論理的,反省的思考

「看護の専門的知識に基づいた領域固有の判
断を可能にする思考過程」の獲得＝専門的知
識や判断力の必要性
客観的データを含む、さまざまな文脈の中で
患者にとっての「病」の意味を見出し共有し
ていく高度な倫理性＝状況をさまざまに解釈
する能力や、隠されている可能性への気づき
が求められる



看護学におけるCT教育看護学におけるCT教育

構成要素：

知識の活用、データの分析、論理的推論及び
自己の価値観や解釈に対する省察

専門家像：

生涯にわたって成長し続ける。

「意味」を見出す

評価内容：状況の解釈、可能性への気づき

Ⅲ 初年次教育としての図書館利用教
育：大阪女学院大学の事例から

Ⅲ 初年次教育としての図書館利用教
育：大阪女学院大学の事例から

科目群の構成

「情報の理解と活用」： 情報リテラシー基礎

＊2004年大学開学時から1年次必修

「デジタル・ネットワーク基礎」：

コンピュータリテラシー基礎

＊200５年から1年次必修

A.科目内容A.科目内容

１.「情報の理解と活用」の科目内容

表5 情報の理解と活用スケジュール 参照

◎「図書館の達人」とほぼ同じ

２．「自己形成スキル」の科目の内容

・1単位科目 全8週
・読む・書くことによる自己省察

エッセイから論述文へ

（自己省察と自己表現）→（社会と自己を結ぶ）

図書館の活用

キャリア教育的要素

（ホランド理論、キャリアサポート紹介など）

自己形成スキルにおける学習テーマ自己形成スキルにおける学習テーマ

１．読書の世界の広げ

２．自己理解と自己表現

３．自己の将来を考える

４．図書館の活用スキル

「自己形成スキル」 プロジェクター朗読「自己形成スキル」 プロジェクター朗読
プロジェクター表示
し、講師が朗読。
学生にはプリント配
布も。

情報の理解と活用との連動情報の理解と活用との連動

ＡＰＡスタイル → 引用文献リスト

図書館の活用 → 資料の選択、探索

文章表現の基礎 → 文体、スタイルなど

論述文の読解 → 資料の広がり

知識の広がり

要約練習 → 間接引用

ブックレビュー作成 → 論文資料を読み込
む



B.学生の状況と変化B.学生の状況と変化

最終課題があることで動機付けられる

読めない学生の増加→自己形成スキルでの補
完

個別の指導、援助が必要

大学生として自立的に学ぶための基盤を持つ
ことで、自信になる（読めるようになった。
文章力がついた。論述文が読めるようになっ
た。APAスタイルがわかった、など）。

Ｃ．学習情報の共有と連携Ｃ．学習情報の共有と連携

小規模の利点

情報リテラシー科目だけではなく、初年次か
ら卒業まで、すべての科目でレポート,論文の
スタイルはAPAスタイルで統一

複数科目で、学習項目の連携を図ることで、
大切なことは繰り返し学習する

他の科目との連携により学習効果を高めるこ
とができる

Ⅳ．まとめⅣ．まとめ

Ａ．初年次教育に図書館が関わる意義

大学図書館の整備について（審議のまとめ）
－変革する大学にあって求められる大学図書館像－

＜大学図書館に求められる機能・役割＞

1．学習支援及び教育活動への直接の関与

イ．教育活動への直接の関与

3．コレクション構築と適切なナビゲーション

＜大学図書館職員の新たな仕事＞

学習、教育、研究支援を担う専門家として、

1．カリキュラムと直結した資料整備、

2．情報リテラシー教育への直接的関与など

Ｂ初年次教育における図書館員の役割Ｂ初年次教育における図書館員の役割

１．授業と連携するマネジメント

授業内容に応じた図書館教育の提供

教員とのコミュニケーション

初年次教育に図書館リテラシーが不可欠
であることの広報

初年次の学生たちへの学習、心理的支援

2．多様な学生に応じた学習支援2．多様な学生に応じた学習支援

初年次は大きな変化を経験する。

何をどう学ぶか,なぜ自分はこの大学にいるの
か、様々な行動を自身で決定することの不安

授業についていけない不安、生活時間の変化
への対応、新たな人間関係など、学生にとっ
ての「危機」の時期

「狭義の教育には収まらない援助」が必要

3．場としての図書館3．場としての図書館

学生の居場所

学生の相談場所

想像力と創造力を刺激する場



ご静聴ありがとうございました


