宮崎国際大学での主体的な学修の実現に向けて～学生の視点から主体性 を考える～
AL改善学生グループ（国際教養学部）： 藤山 佳菜子（リーダー） 入佐 加寿眞 宮本 啓太朗 籾木 那奈美

1年次・少人数クラスでの英語によるAL授業

2年次後期・海外研修

3・4年次・深い学び

4年間の学修に必要な基礎力の構築を目指す（英語力・リベラルアーツ・ICTリテラシー）

異文化の中で、自己のブラッシュアップ！

学修をキャリアにつなげる

1年次の授業の特色
①リベラルアーツ
例：「リベラルアーツ入門」 What is Liberal Arts?

eポートフォリオ

①人文科学 ②社会科学
人類
美術
経済
哲学
政治
宗教

1. Essential knowledge 不可欠な知識
2. Social Science, Humanities, Natural Science and ICT
社会科学、人文科学、自然科学、およびICT
3. A non-professional curriculum 非専門のカリキュラム

 授業・学期末にまとめたジャーナルや、グ
ラフ化した自分の英語力の変化などを記
録・閲覧できます。
 学生は、毎年記録する自分のeポートフォ
リオの内容を振り返り、将来の目標設定な
どに役立てることができます。

③総合科学
ICT
自然科学

１年次のまとめ

国際教養学部が推進するリベラルアーツ教育による様々な授業を通じて、一つだけ
ではなく、多種多様な物事の捉え方から世界を見る人材を育むことができます。

英語力

グループワーク

ディスカッション

授業での活用

ティームティーチング

例②：「ICT入門」
 Word / PowerPoint / Excel などの将来使う場面の多いソフトの使い方を英語で
学びます。授業内や課題でもパソコンを利用するので、4年間の学修で重要な基
礎知識となり、プレゼンテーション、レポート・論文、統計分析の基礎となります。
 Team Teachingを採用しているクラスなので、一人の専門教授、もう一人の英語
教授の二人で深い内容理解を助けます。

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

リベラルアーツでは様々な科目に触れるので、興味がある科目を見つけ、最
終的には卒論のトピックに活かそう！
授業で配布される、Speaking / Writing book を活用し、冊子から使える英語
を覚え、授業の中で実践してみよう！
普段の生活の中でも物事を多面的に捉えてみよう！ニュースで取り上げられ
る問題の原因は一つだけ？

アドバイザー制度・オフィスアワー
アカデミック・リソース・センター
 駐在の教員に、いつでも英語に
関する質問等を聞けます。
 複数人向けのテーブルなどを設
けており、グループワーク等に活
用することができます。

1.
2.
3.
4.

 学生一人一人に担当の教員が付く「アドバイザ
ー制度」とそれをサポートする在学生（先輩）が
付く「アドバイザー・アシスタント制度」により学生
生活をより快適に送ることができます。
 授業前後の時間であるオフィスアワーでは教員
と授業に関する相談や普段の生活などの雑談が
気軽にできます。

英語の学習方法などを聞きに行こう！
TOEICなどの試験対策にも有効！
プレゼンの準備等でも活用できる！
授業の課題の支援もしてもらえる！

1.
2.
3.
4.
5.

授業で作成した課題のWordやJournalをまとめ
ると、授業の振り返りになるよ！
毎年の学修を記録することで、自分の成果を確
認できるよ！
自分の目標を書き込むことで、結果を踏まえての
振り返りや次回の目標設定がしやすい！
自分のeポートフォリオのページをシェアすること
でフィードバックがもらえるよ！

主体性の向上

航空・
旅行業

ホーム
ステイ

学修成果（成長）
他国の留
学生との
交流

エリア・
スタディ

海外
研修
現地人と
の交流

1.
2.
3.
4.
5.
6.

異文化の理解の促進
価値観の違いの認識
固定観念の緩和
現地での生の英語の習得
英語漬けによる英語力の向上
日本の良さ・悪さを再認識

視野を広げる

ホームステイの様子（藤山）
私は、学校から帰宅したらすぐに自分の部屋に戻るのではなく、
リビングに行くように心がけていました。そうすることで、学校の
話や、ディナーの話をすることができ、日常会話を通して生きた
英語を学ぶことができました。また、週末には演劇を鑑賞したり、
動物園や水族館に連れて行ってもらい、とても有意義な生活を
送ることができました。帰国した今でも、ホストファミリーと定期的
に連絡を取り合っています！
異文化理解（入佐）
11月24日（木）には感謝祭 (Thanksgiving Day) という祝日
がありホストファミリーがパーティーを開いてくれました。感謝
祭では七面鳥(Turkey)やマッシュポテト、パンプキンパイなど
といった伝統的な料理を食べました。その翌日は、ブラックフ
ライデーという大規模な安売りの日がありました。店によって
は多くの買い物客が殺到し大変なことになっていました。私も
朝からお店に並び、買い物をしました。感謝祭、ブラックフラ
イデー共に異文化理解を深める良い経験が出来ました。
学生生活（宮本）
イギリスでの留学生活は私にとって非常に刺激的でした。日本で
は日本以外の文化や価値観と触れ合うことは多くはなく、自分が
日本人であるという意識は希薄です。しかし、留学先の私のクラ
スは９割以上がヨーロッパからの学生で、また、ホームステイ先
が一緒ということもあり台湾人のクラスメイトとよく行動を共にして
いました。彼らとの学生生活の中で、私はたくさんの異なった文
化や価値観に触れ合うことができました。ただ英語力を磨くとい
うだけではなく、他国の価値観、そして日本人としての自己を理
解することができたと思います。

留学eポートフォリオ
ページの内容

キャリアデザイン
 1～3年次まで必須で、卒業後の進路を適性検
査での自己分析結果やゲストスピーカーによる
体験談・講義を踏まえて将来設計をします。
 適性検査であるSPI問題にも力を入れ、講師を
迎えて問題解説なども行っています。

相談相手として積極的に活用しよう！
好きな映画などの雑談でいいので行こう！
課題がわからないときは、わからないことを
整理してから行こう！
一般的な英語（文法など）の質問でも良い！
先輩・先生方と仲良くなれるチャンス！

1.

2.

3.

仕事の情報が多く得られるので、そ
の情報を基に自分がやりたいことに
ついて考えてみよう！
ゲストスピーカーの話をしっかりとメ
モすると、職業選択や就職活動に役
立つヒントが見つかるよ！
適性検査などを通じて自己理解を深
め、職業選択の幅を広めよう！

ホテル・
サービス
業

国内・海
外進学

アジアは3年次後期の交換留学提携校

ボラン
ティア

例①：「英語力向上のための授業」
 Oral communication / Reading / Writingの３つの授業を通して、英語の基礎を
築きます。
 国際色豊かな先生による授業で、「実践的な英語」を学ぶことができます。
 オリジナルのSpeaking / Writing book は、復習・予習に役立ちます。

多岐にわたる卒業後の進路

約16週間
英語圏5カ国（米、加、英、豪、新）

異文化
体験

②多様なアクティブ・ラーニングを取り入れた授業

プレゼンテーション

留学で得られる貴重な体験

卒業

 Area Studies
留学先の地域や文化に関する学習
7500 Words (約ワードファイル20ページ)
 English Section
留学中の英語学習に関する記録
3750 Words (約10ページ)
 Independent Study
自分で決めたテーマを研究
3750 Words（約10ページ）

1. 留学を有意義なものにするために、常に自発的に行動しよう。積
極的に異文化に触れ、他国の留学生と関わることで、生きた英
語を学ぶことができる！
2. 常に日本との比較意識を持って生活することで、英語力にとどま
らず、異なる文化や習慣、そして、教養を身に着けられる！
3. Independent Studyは卒論にもつながる。日本では経験できない
ことを経験し、新しい知識を身に着け、視野を伸ばそう！

就職
進学

医療・
福祉

教育

卸売
り・小
売業

金融・
証券

1. キャリア教育プログラムや就職ガイダンスに加えて、3・4年生
を対象とした個別相談を活用することで学生一人一人に応じ
た個別の進路支援が確保できる！
2. 就職支援センターにある求人情報や企業説明会情報、インタ
ーンシップの情報を早い段階から収集することで職業選択の
幅が広げよう！

卒業論文 in English
 自分が興味のある題材について6500字
以上の論文を書きます。
 学生一人一人に専門の先生が付き、3年
次の後期から本格的に開始し、4年次に
は、卒業論文のポスター発表があります。

1. 卒業論文を書く際には、この4年間で学んだことをも
とに、自分の興味のある事柄などについて深く掘り
下げて調べることが重要！
2. そうすることで、Writing・Readingなどの英語力だけ
でなく、クリティカルシンキング能力などの学修成果
を得ることができる！

3・4年次の学修
 リベラルアーツ教育なので、3・4年次では、学生自身が興
味をもった分野について深く勉強できます。
 1・2年生のうちは英語力を身に着けつつ、自分が選択し
た科目の基礎を学び、海外研修を終えた後、自分の興味
のあるコースや科目を選びより深く学修していきます。
 学生が興味の持った分野についての知識を伸ばせるよう
になっており、自分の興味のあることだからこそ学生は主
体的に学修に取り組むことができます。
 多様な学問分野から選べるように、様々な専門分野の先
生がいます。学生はいつでも気軽に、先生のオフィスに行
き、話すことができます。
 国際色豊かな先生方と直接対話することで、学生は多面
的な思考力を身に着けることができます。更に、このよう
な学びは卒業論文や就職活動にもつながっていきます。

1.
2.
3.

1・2年で学んだことを基に、自分が興味深く学修したい
分野を決めよう！
留学で上達させた英語力を更に伸ばすために、授業で
積極的に発言しよう！
論文担当の先生に積極的に話に行き、卒業論文のテー
マを更に深めよう！

