モチベーションクライシスにどう向き合うか

特集

事例①

学習支援システムの構築

正課との連携や実態調査で
実効性ある支援をめざす
広島工業大学
授業についていけない学生は、勉強はもちろん、大学生活全般で意欲が低
下しがちだ。この問題に対応すべく、多くの大学は学習支援機関を設置して
いる。広島工業大学の教育学習支援センターは、正課の授業との密な連携
により、実効性ある支援を必要な学生に確実に提供しようと努めている。

ニーズが高まる背景に
履修歴の多様化
広島工業大学の教育学習支援セン
ターの誕生は 2003年。それ以前にも、
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センター利用経験の有無と非利用者の声
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全学的学生相談・支援体制
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入学前教育や夏季補習講座の教材

ることがセンターに来る最終的な意義
だが、ここに来てわからないところを

センターと正課の教員による支援の
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の関心は高い」と話す。

得率は、利用者が 60 .0％、非利用者

という愛称もつけた。
「利用の仕方が
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1年生全員への調査で
利用実態を把握

全学的な支援体制への
発展を模索中
センターの課題となっているのが、

みならず、全学的な支援体制をめざす
試みも検討中だ。2010 年には「全学的
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（図表 2）を構築
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る。センターは既に、学生の相談内容

1 人は常に待機している。

施。1 年生の年間延べ利用者数は、開

導の強化だ。4 月下旬から 5 月中旬は

る。
「センターで授業とは違う解法を

履歴を振り返り、科目ごとに学生がつ
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