
担当教員が語る

本学では、学生一人ひとりが確かな専門性と豊かな人間力を身に付け、社会に羽ばたくために、
大学での学修に対する強いモチベーションと主体的に学ぶ力を重視しています。
今回は、その基礎づくりとなる初年次教育プログラムの一つである「学修キックオフ・セミナー」と
大学生活への期待と意欲を高める「新入生歓迎行事」をご紹介します。

学修キックオフ・セミナー

本学の学修に欠かせない
主体的に学ぶ姿勢とチームで協働する力

　学修キックオフ・セミナーは、2018年度に
スタートした教育プログラムで、新入生が大学
での学び方を学び、スムーズに授業に取り組ん
でいけるよう支援することを狙いとしていま
す。今年度は、4月5日、6日に寝屋川キャンパ
ス、4月10日に枚方キャンパスの全新入生を対
象に実施しました（全日程とも同内容）。
　本学では、学生が能動的に問題を発見し、
解決方法を見出すアクティブ・ラーニングを多
くの授業で取り入れています。これらの学修で
は、実社会同様、グループワークや学外の関係
者と連携を図る機会が多くあります。つまり、
本学の学修には、主体的に取り組む姿勢と、
チームとして協働する力が欠かせないのです。

チーム・ビルディングの基本は対話
相手を知り、自分を知ることから始まる

　今年度は、アイスブレークを兼ねた全体での
マッチングゲーム、自分のコミュニケーション
スタイルを探求する個人ワークに続いて、メン
バーインタビュー、課題解決実習、フィード
バックの3つのグループワークを行いました。
　これらの取り組みが目指すこととは、チーム
を作り上げていく「チーム・ビルディング」で
す。多様なメンバーがチームとして目標を達成
するためには、お互いを理解するための対話が
不可欠です。「相手の発言に耳を傾け、質問
を重ね理解を深める」「自らの考えを検証
し、意見として発言する」。その過程は自身を
知ることにもつながり、「自分はどうしたいの
か」「どうなりたいのか」を繰り返す中で、学修
へのモチベーションの基盤になっていきます。

　このようにチーム・ビルディングの過程を
体験し重要性を理解すること、新入生がその
経験を共有し仲間としてのつながりを感じてい
ることは、授業でも確かなベースとなります。
そして何よりも、朝のセミナー開始時には緊
張感いっぱいだった新入生たちがワークを通
して盛り上がり、午後にはすっかり打ち解けて
いく様子が毎年見られ、期待や希望を胸に大
学生活のスタートを切るきっかけにもなって
います。

サポート役として欠かせない
「先輩学生」の存在

　2018年度のスタート以来、学修キックオフ・
セミナーの運営に欠かせないのが「先輩学
生」となる在学生の存在です。教職員と協働し
て新入生の学修や大学生活をサポートする学
生スタッフ組織LST（ラーニング・サポート・

教務部
教育イノベーション
センター

上野山 裕士 講師

チーム）のメンバーと有志の学生がファシリ
テーターとして携わり、約2カ月前から準備し
ます。今年度は54人が参加。まず全体の目標
とワークメニューの概要を全員で共有した後、
一人ひとりが各ワークの持つ意味を掘り下げ、
全体をどう組み立てるかを議論し決定してい
きます。その後、少人数のグループでファシリ
テーションの練習を重ね、全体練習で互いに
フィードバックを行いました。
　ただ進行するだけではなく、コミュニケー
ションの取り方にさまざまな違いがあること
を理解し、新入生一人ひとりが、主体的に参加
できるよう導く必要があります。ファシリテー
ターとしていかに関わっていくか。その方法に
ついても、メンバーが個性を生かし、それぞれ
の方法を模索していきました。先輩から後輩
へと活動が受け継がれる中で、年 「々誰かのた
めに力を尽くす」精神と必要なスキルが本学
の風土として着実に根付きつつあります。

在学生が活躍

ファシリテーターとしてサポートしました

先輩たちが構築してきた
このプログラムをより良いものに
していきたいです！

　学修キックオフ・セミナーに新入生とし
て出席した際に、LSTの先輩が人前で
堂々と話す姿を見て、「自分もこんなふう
になりたい」の思いをきっかけに2年から
活動に参加しています。
　今年度は他の2人のメンバーとともに、
このプログラムのリーダーを務めました。メ
ンバーの人員確保、ファシリテーションの
グループ練習や全体練習を含めたスケ
ジュール管理、当日の動き方やトラブル
対応を関係者に共有する資料の作成を
担当。資料はメンバーの意見や不安、疑問
点を聞き、教務部の職員の方とも綿密に
相談し、修正を重ねました。
　準備の過程では、忙しさで大変な時も
ありました。これまでは大人数でのコミュ
ニケーションに苦手意識もありましたが、

今まで感じたことのない大きな責任感が
芽生え、周りのサポートも後押しとなって、
「自分はここまで頑張れるんだ」と気づく
ことができました。新入生の参加後のア
ンケートではポジティブな感想が多く、
チームで一つの目標に向かって協働する
喜びを経験することができました。

理工学部 
都市環境工学科 2年
大野 優成さん

Next Leader

経営学部  経営情報学科 3年
中川 知香さん

チームで目標に向け協力する
素晴らしさを知ることができました
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新入生アンケート結果集計結果新入生アンケート結果集計結果

新入生のスタートを力強く応援

大学での学び方を学ぶ

社会で求められる非認知能力を鍛える第一歩に

グループワークを体験し、
主体的に学ぶ姿勢を学ぶ

チーム・ビルディングの
過程と重要性を学ぶ

1 大学生活の不安を解消し、意欲を高める

大学生活の前向きなスタートを支援

新入生・先輩学生との
交流の機会を持つ

学部・学科の枠を越えて
仲間を作る

2

摂南大学独自の教育プログラムと歓迎行事

学修キ
ックオフ・セミナー

目的

特  集

チーム・ビルディングを通して仲間を作り、大学での学び方を学ぶ。
学修へのモチベーションのスイッチが入る、本学独自の初年次教育プログラム※の
一つ「学修キックオフ・セミナー」には全員が出席します。
※社会人力の基礎を培う本学での学びの導入部として、新入生を対象に「学修キックオフ・セミナー」に続いて、アクティブ・ラーニングによる教養科目「大学教養入門（前期）」「大学教養実践（後期）」を展開。
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新入生歓迎行事
4月7日、大阪城ホールを会場に、入学宣誓式を挙行。
約2,300人の新入生への祝福と歓迎の思いを込め、
多彩な歓迎企画を実施しました。

年々アップデートを重ね、
完成度の高い内容に進化

　新入生歓迎行事は入学宣誓式と併せて実施
しているイベントで、2017年にスタートしま
した。在学生有志と若手職員が協働して企画
運営しています。この企画は、「新入生の不安
を吹き飛ばし、喜びと期待を胸にスタートを
切ってもらえるよう、会場である大阪城ホー
ルを最大限に活用した歓迎イベントをしよ
う」の思いをきっかけにスタートし、本学の
一大イベントの一つとなっています。
　その後、年を追うごとにステージパフォーマ
ンスや多彩な演目はアップデートを重ね、ダイナ
ミックで完成度の高いものへと進化。今では、
新入生の大学生活への期待を一気に高める、
圧倒的なインパクトを持っています。

ました。新入生にとってはこうした歓迎の後押
しを受け、これから始まる大学生活への第一歩
を踏み出していく機会となりました。
　実施にあたっては、毎回、前年春に新入生歓
迎プロジェクトを立ち上げ、秋には、出演者と
学生サポーターを募集します。学生たちは若手
職員と連携しながら、演出の提案、準備・制作
を進め、イベントを作り上げていきます。プロ
ジェクト全体の動きについて職員と相談・調整
を重ねつつ、「もっとこうしたい」とアイデアや
要望を積極的に提案するなど、主体的に関わ
る学生が着実に増えています。
　入学宣誓式は新入生や保護者の方々にとっ
て、一度きりの大切なもの。その思いに寄り添
うアットホームな新入生歓迎行事には、摂大ら
しさが詰まっています。歴代の先輩たちから受
け継いできた恒例イベントとして、今後もさら
に発展させていきます。

新入生歓迎
プロジェクト2021
リーダー
学生部 学生課

西川 結さん

　「人前で話すのが苦手な自分を変える
きっかけにしたい」と考え、「先輩からのメッ
セージ」に応募。大阪城ホールのステージ
に立ち、大勢の新入生を前に行うスピーチ
は、経験したことのない大きなチャレンジ
でした。ギリギリまで原稿が定まりきれず、
当日の全体リハーサルでは不安が大き
かったのですが、真剣に耳を傾け、緊張を

ほぐそうと話し掛けてくれる周囲のメン
バーたちの励ましのおかげで、本番では落
ち着いて話すことができました。新入生ア
ンケートでも評価いただき、「行動次第で
全てが変わる」ことを実感しています。
　摂大には、挑戦する機会、支援できる環
境があり、一歩を踏み出しやすい雰囲気が
あります。今年は学生サポーターとして動
画やオリジナルグッズの制作、当日の準備
や片付けなどにも携わりましたが、来年は
今年以上に周りの人たちを支える役割を
担っていきたいです。

農学部 農業生産学科 2年
馬場 陽祈さん

チャレンジする機会と
サポートできる環境があります

総合司会を務めた
髙橋大悟さんが
「第１回学生アナウンス大賞」で
フジテレビアナトレ賞を受賞

Welcome event for new students

　新入生歓迎行事の新入生アンケート
でも高い評価を得ていた司会。昨年、今
年と総合司会として活躍した、髙橋大悟
さん（経済学科3年）が、3月23日、全国
の大学生・大学院生から次世代を担う
アナウンサーを発掘するコンテスト「第
1回学生アナウンス大賞」で「フジテレビ
アナトレ賞」に選ばれました。1,000人
以上のエントリーの中から受賞する快
挙でした。

入学の祝福と歓迎の思いを伝える

新入生の大学生活への期待と意欲を高める

先輩学生の活躍に触れることで、目標を見つけるきっかけを作る

1
2
3

目的

先輩の活気ある激励に、

とてもやる気が出た。

皆で力を合わせて

取り組んでいる様子に

感動した。

司会の人
たちの声が

聞きやすく
て

本物のアナ
ウンサー

かと思った
。

ダンスとか動画とか
他にもすべてが

めちゃくちゃすごくて
びっくりした。

もう一回見てみたい。

新入生の感想の声
・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

在学生が活躍

「先輩からのメッセージ」にチャレンジ、
学生サポーターとしても企画・運営に携わりました

TOPICS

保護者の声

摂南大学の元気あふれる姿、

フレンドリーさが伝わりました。

わが子も歓迎されているという

安心感が得られました。

たくさんの準備をしていただけて

嬉しく思います。

大学生活の始まりにふさわしい

式に出席でき、本人にとって

新たな気持ちで学ぶ

良いスタートになると思います。

とってもワクワク
する演出で

これからの大学
生活に

胸が踊りました。

これからの大学
生活が

すごく楽しみにな
りました。

話をずっと聞くだけでなく、
新入生のことを考えた内容で
とても良かったです。

歓迎して
くださって

、

すごくうれ
しかった

です。

当日の模様をこちらからご覧いただけます
入学宣誓式・新入生歓迎行事【ダイジェスト動画】

「先輩からのメッセージ」
では、コロナ禍での大学
生活を振り返り、「行動次
第で全てが変わる。視点
を変えながら、さまざま
なことに挑戦し、限られ
た時間を有効活用してく
ださい」とメッセージを
送りました。

担当職員が語る

新入生のスタートを力強く応援特  集

在学生と若手職員が連携し
新入生歓迎プロジェクトを推進

　昨年度はコロナ禍により式典が中止となり、
急遽歓迎の思いを込めた動画配信に切り替え
ての企画となりましたが、今年度は感染症対策
を徹底し、4月7日、大阪城ホールで実施しまし
た。会場への入場は新入生と教職員などに限
られましたが、初めてオンラインによるライブ
配信を行い、保護者をはじめ昨年出席が叶わ
なかった2年生など多くの方に視聴いただき
ました。
　当日は、ダンスパフォーマンスと動画を組み
合わせたウェルカムダンスや、スピーチによる
先輩からのメッセージ、在学生・教員から新入
生へ歓迎の気持ちを伝え、想いのタスキをつな
ぐタスキリレーなど多彩なプログラムを展開。
会場内は新入生、在学生、教職員が一体となり
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https://m.youtube.com/watch?v=BUnT2ETtsms

