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お茶の水女子大学全学ピアサポート体制の概説 

－2009年度・2010年度 

 

文教育学部教授 加賀美 常美代 

（全学ピアサポート連絡会議リーダー） 

 

１．全学ピアサポート連絡会議の経緯と連携 

 お茶の水女子大は小規模大学であるために、学生同士、教師と学生の間の距離が近く、

お互いに交流しやすい土壌がある。そのため、学部や講座等で、それぞれの学生のニーズ

に応じて様々な形で学生による学生のための援助が内発的におこなわれてきた。また、そ

のような活動には教員が指導しながら関わってきた経緯がある。こうしたお茶の水女子大

学の学生同士の相互交流の伝統を根づかせ、さらに開花させていきたいという思いのもと

で、2004年度から、全体のピアサポート・プログラムの取り組みとして位置づけようとい

う機運が起こった。学生支援室を中心に全学ピアサポート連絡会議が発足し、当時の市古

副学長が各学部、留学生支援のピアサポートを担当する教員を招集した。 

 しかし、大学の各学部や組織内ではピアサポートという言葉は使用してこなかったもの

の、すでに実態として学生による支援活動が様々な形で出来上がっていたため、トップダ

ウンで新たなピアサポート・プログラムを策定せず、これまでの各学部や学科の実践を「ピ

アサポート」という共通理念で共有し、連携をしていくように、各組織が「ゆるやかな関

わりと連携」をめざすことにした。つまり、それぞれの組織（学部等）の学生支援の目標、

方法、支援体制など個別性、独自性を尊重しつつ、大学全体のピアサポートとして共有し

ていくこととしたのである（加賀美，2005）。 

 このように、2004年度から全学ピアサポート連絡会議が発足し、今年度で７年が経過し

た。この連絡会議の目的は、各学部から代表される学生支援の担当教員、留学生支援の担

当教員が集まり、各学部、組織の現状を報告し、全学のピアサポートに関する協議をする

ことである。2006年度には、全学の共通の取り組みとして、はじめてのピアサポート報告

会や講演会を行ったり、2008年には教員と学生による研修会も行ったりした。さらに、ピ

アサポート・プログラム報告書、第１号、第２号、第３号の発行を経て、昨今では徐々に

個別の組織の独自性尊重を超えて、全学の取り組みを共通課題として、各学部等の代表者

により学部等の情報を交換し、共有するようになってきた｡ 
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２．2009年度、2010年度の全学ピアサポート連絡会議 

 2009年度および2010年度の各学部・全学留学生担当のピアサポート委員は、文教育学部

は安成英樹、生活科学部は藤崎弘子（2009年度）、高濱裕子（2010年度）、理学部は吉田裕

亮、全学留学生は加賀美常美代である。また、ピアサポート連絡会議の参加メンバーは、

上記の委員に加え、学生支援室の内藤俊史室長、学生支援チームの野田優明リーダーと田

代和敏係長である。各学部等および全学のピアサポート体制の向上のため、2009年度、2010

年度は２回ずつ連絡会議を実施し、各学部や講座の個別の取り組みに関する意見交換を行

った。また、ピアサポート・プログラム報告書第４号の編集に向けて話し合いを行った。 

 

３．ピアサポートの課題 

 以上のとおり、全学のピアサポートは、学生支援室の中で一つのシステムとして、それ

ぞれの活動を共有し、報告書の作成を通して、全学の取り組みとして実体化してきたこと

が見て取れる。しかしながら、学部間、組織間に共通して言える課題もある。まず、昨今

の教員・学生は多忙で、学内で多重な役割を担っているため、学生のピアサポートのあり

方を教員と学生、学生同士でじっくり話し合いながら進めることができない状況にある。

また、多忙がゆえに、現状維持が精一杯で、積極的に新しい企画をたてにくい状況にもあ

る。 

 次に、ピアサポートによる学生支援は、毎年、学生メンバーが変わるため、また、関わ

る学生によって支援意欲や活動のコミットメントが異なるため、学生支援としての安定性

に欠けることである。したがって、常時、教員やそれを取りまとめるコーディネーター（担

当者）がその流動性や重要性を認識し、絶えず、今そこにいる学生を指導し続けなければ、

ピアサポートは継続していかないということである。 

 さらに、危機介入の問題がある。相談を受けた学生が一人で解決できない時には、抱え

込まないこと、より適切な専門家に援助を求めることを指導していく必要がある。指導教

員や学生支援チーム、学生相談室などしかるべき部署に「つないでいく」という連携体制

を研修会等で指導し、共有し周知させていくことが重要である。つまり、最終的に、学生

は責任を持つことができないため、ピアサポートによる援助を取りまとめるコーディネー

ター（担当者）が重要な役割を持つのである。 

 以上、述べてきたとおり、いくつかの課題を認識し、活動主体である学生が他の学生を

援助しようという動機と援助を受ける学生のニーズを重視しながら、今後、学生へのピア

サポートのあり方を教員と学生、学生同士で話し合いながら進める必要がある。また、こ

れまでどおり、組織間の活動における情報の共有と連携をしていくことはもちろん、全学

的取組としての多様性を模索していくことも組織的に課題とされる。 
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Ⅰ 文教育学部 

 

文教育学部ピア・サポート・プログラムの取り組み 

活動報告（2009年４月～2011年３月） 

文教育学部准教授 安 成 英 樹 

（2009～2010年度 文教育学部ピア・サポート・プログラム運営委員会委員長） 

 

１．制度の沿革 

 文教育学部では2003年度より、新入生が大学生活をスムーズにスタートすることができ

るように、ピア・サポート・プログラムを開始した。当初、このプログラムは、今後は新

入生に対するさまざまな面からの支援・サポート体制を設けることが必要かつ有効になっ

てくると考えた教員有志、またその趣旨に賛同してくれた上級生が自発的に名乗りを挙げ

て組織化されたヴォランティア的要素の強いものであった。2010年度で本プログラムは発

足から８年が経過したことになる。発足当初から2007年３月までは、中国語圏言語文化コ

ースの宮尾正樹教授（現大学院比較社会文化学専攻長）が長らく運営の中核（コーディネ

ーター）を担われ、ついで2007年度から筆者がその任を引き継いで今日に至る。なお、本

報告については、2007～2008年度活動報告でまとめたものと大勢においてそれほど大きく

変わっていないこと、制度概要や問題点についても前活動報告との重複を恐れず記述して

いることを、あらかじめ断っておく。 

 

２．プログラムの仕組み 

 ピア・サポート・プログラムの実行組織・実施方法は、基本的に制度発足時と大きく   

変化したところはない。一人の上級生（＝サポーターと呼称する）が、新入生数人（学   

科、年度によって異なるが、通常は４～６人）を受け持ち、これをプログラムの 小単位

（ＰＳグループ）とする。サポーターは新入生に定期的にメール等で様子を尋ね、また直

接顔を合わせる機会を設けて、新入生の疑問や相談に応える。また、対処できないような

質問などには、解決しうるルートを指し示す（教員、あるいは事務諸窓口、その情報に詳

しい他のサポーター、たとえば教職課程や学芸員課程についての質問であれば、現在それ

を実際に取得中であるサポーターなどに橋渡しする）。 

 各サポーターには教員（文教育学部の場合、当該新入生の学年担当教員全員）がアドヴ

ァイザーとして配置されており、サポーターレヴェルで解決できない問題について即時、

気軽に相談に乗れるようにしてある。質問や問題がある場合、サポーターは自分の所属コ
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ースのアドヴァイザーだけでなく、他のアドヴァイザーに適宜相談できる体制にしてある。

要するに、サポーター、アドヴァイザーをコース縦割りではなく横にも斜めにも結びつく

ことが可能な、有機的なかたちで配置し、新入生の多様なニーズに柔軟かつスピーディー

に対応できるように制度設計してある。またコーディネーターへもいつでも質問できるよ

うにしてある（ただし実際どこまでそれが有効に機能しているかについては疑問がある。

後述のアンケートを参照のこと）。 

 新入生の抱える問題は、新生活への不安、大学生活への適応（とりわけ初めての時間割

の自主的編成）、学内外の生活・勉学、ひいては進学、就職（昨今の社会情勢下、この問題

への関心は極めて高い）、将来についての漠然とした不安など多岐にわたり、特にメンタル

な問題や人間関係など一サポーターが背負い込むには重すぎる問題が生じかねない。そう

ならないように、各アドヴァイザーは受け持ちのサポーターおよびＰＳグループの現状を

適切に把握しておく必要がある。こうしたサポーターおよびアドヴァイザーの調整者、学

部の同プログラム総括責任者として、コーディネーターがおかれる。 

 また、文教育学部内には各学科・学環から１名ずつ選出された運営委員で構成されるピ

ア・サポート・プログラム運営委員会が組織され、当該委員会がピサ・サポートの運営に

責任を持つ。コーディネーターと運営委員長はこれを兼務するのが慣例となっている。が、

実際のところ運営委員会はあまり機能していないのが実情である。 

 

３．ピア・サポート活動の実際 

 文教育学部のピア・サポート・プログラムは、新入生に対する新生活への支援、トータ

ルケアを図るという本来の主旨からして、主たる活動期間を４月中と限定し、入学式から

の３週間に持てる力のほとんどを投入するかたちで活動してきた。とくに入学式後の新入

生とサポーターとの顔合わせを行った後、授業開始からゴールデンウィークに入るまでの

２週間余が文教育学部でのピア・サポート活動の核をなしている。サポーターについては、

制度発足当初は主として学生からの応募者をもってこれに充てたが、その後必要なサポー

ター数を充足するため、また人員のバランス等を考慮して、各学科ごとに割当人数をおお

よそ決め、各コースにさらに人数を割り振って選出する形式となっている。前年度の１月

末までに、各コースでサポーターを選出、コーディネーターに情報を集約しておく。ちな

みに、2010年度は文教育学部全体で50名の学生がサポーター（学部１学年の約４分の１に

相当）として参加してくれた。 

 ４月、新入生の名簿が確定すると、コーディネーターは各コース選出のサポーターに新

入生を数人ずつ機械的に割り付けて当該年度のＰＳグループを確定する。 

 ついで、入学式直前に学部のサポーター全員を招集し、ピア・サポートに関するガイダ

ンス＝研修会を実施する（アドヴァイザーも出席してもらう）。研修の時間はせいぜい２時
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間程度で十分とはいえないが、そこではサポーターとしてなすべきこと、してはならない

こと、などを前年のアンケート結果などを参照しつつ具体的事例を挙げながら説明し、サ

ポーターからの質問を受ける。この二年間、研修会ではとくに少なくとも週に１回以上の

メール連絡、および必ず一回は新入生と直接顔を合わせて相談に乗ること、をサポーター

に対して強く要請した。 

 そして入学式からその後の学部ガイダンスまでのあいだに、サポーターとその受け持ち

の一年生との顔合わせ（連絡先＝携帯電話アドレスの交換）を行い、まずは携帯電話メー

ルのやりとりを介してピア・サポートを開始する。サポーターは受け持ちの新入生とメー

ルで相談に乗り、質問に答え、さらに昼休みなどに直接会って相談に乗ったり有用な情報

を教えたりといった活動を展開する。ＰＳグループごとに集まって、昼食を取りながら相

談するという形式がかなり広く見られるようになってきた。とくに２～３のＰＳグループ

が合同で集まると、複数のサポーターからさまざまな情報が得られるので効果的である。

なお、４月中（慣例では授業開始の週の金曜日夕刻）にはピア・サポート・プログラム主

催の懇親会を行うこととしている。この場も新入生にとっては情報収集などの貴重な機会

となっている。 

 ゴールデンウィーク明けからは徐々に活動を縮小させ、新入生からの質問に適宜対応す

るといった程度になる。サポーターには、週に一回程度メールで様子を聞くように依頼し

ているが、どの程度のリアクション（需要）があるかは不明である。なお、７月上旬に文

教育学部１年生全員に対して、ピア・サポート・プログラムの実施状況や意見を聞くため

のアンケート調査を実施している。 

 なお、この２年間における具体的な活動日程は以下の通り。 

 2009年度 １月末日までにサポーター選出 

 ４月３日(金)  サポーター研修会（第一回、文１－302） 

 ４月６日(月)  入学式（９日までに各学科ともサポーターとの顔合わせ） 

 ４月７日(火)  サポーター研修会（第二回、文１－302）、 

         その他個別研修会を併せ、計５回開催 

 ４月13日(月)～ サポート開始 

 ４月17日(金)  懇親会（文教第一会議室） 

 ７月上旬 新入生に対するアンケート調査 

 2010年度 １月末日までにサポーター選出 

 ４月２日(金)  サポーター研修会（第一回、文１－302） 

 ４月５日(月)  サポーター研修会（第二回、文１－302） 

 ４月６日（火） 入学式（10日までにサポーターとの顔合わせ） 

         サポーター研修会（第三回、文１－511） 

 ４月13日(火)～ サポート開始 
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 ４月16日(金)  懇親会（文教第一会議室、文教１－302） 

 ７月上旬    新入生に対するアンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年度ピア・サポート懇親会 

 

４．評価、問題点、課題 

 本プログラムは開始から丸８年がすぎ、少なくとも制度として学生・教員からともに十

分に認知され、また一定の役回りを果たしてきたことは確かである。しかしながら、2007

年度以降４年間にわたり、実際にサポートを受けた１年生に対して夏休み直前にアンケー

ト調査を行ったが、そこからは本プログラムが多様な、かつ深刻な問題を抱えていること、

そしてその大半は未だ未解決であることが浮き彫りになっている。以下、適宜2009～2010

年度のアンケート結果を踏まえながら、さまざまな角度から問題点を指摘したい（集計結

果の詳細は章末参照）。 

 第一に、ピア・サポート・プログラムは十分周知され、かなり肯定的に評価されている

ように思われる。新入生が受けたサポートについては、メールでのやりとりが１～４回程

度あった学生は、2009年度116名（61.1％）、2010年度129名（66.2％）であり、５回以上の

やりとりをした学生も多い（それぞれ25.3％、21.0％）。また、直接会ってサポートを受け

た回数も１回以上４回以下だった学生が141名（74.2％）、151名（77.4％）を数える。また、

2009、2010年度のピア・サポート主催の懇親会には、新入生の半数を超える112名、125名

がそれぞれ参加している（アンケート問(1)）。また、ピア・サポートという試み自体につ

いてはおおむね好意的であり、履修相談、時間割の組み方などに適切な助言が得られたと

する意見が多く、「大いに役に立った」「少し役に立った」をあわせれば、138名（72.6％）、
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155名（79.5％）が好意的評価を下している。また、来年以降プログラムを実施すべきかに

ついても、「是非実施すべき」「実施した方がよい」をあわせて141名（74.2％）、158名（81.0％）

が肯定的評価をしていることがわかる（問(2)，(3)，(4)）。しかも特筆すべきは、2009年

度に比べ、2010年度の新入生の満足度が極めて高くなっている点である。問(3)の「とても

役に立った」が、48名から97名へ、また問(4)の「来年も是非実施すべき」が、37名から81

名に急増している。こうした傾向は、他の指標にも広く見られ、2010年度のピア・サポー

トの運営がかなりうまくいったことを示している。これはサポーターになった上級生の高

い資質、彼女たちが真面目にサポーターの仕事をやってくれたという事実の反映、必ず研

修を受けてもらったことの成果、などさまざまな理由が考えられようが、いずれにせよ現

在の仕組みを次年度以降も維持していくことの有力な根拠たりうるであろう。何よりもサ

ポーターを務めてくれたみなさんへの感謝の念を表明しておきたい。 

 しかしながら、良いことばかりではない。アンケートの各コメントを詳細に見ていくと

（問(5)）、多くの問題点が浮かび上がる。まず、全くサポートを受けられなかったという

学生がかなり存在する（2009年度に16名、2010年度に９名）。新入生の側でサポートを必要

とせず、サポーターと連絡を取らないケースもあると考えられるし、2008年度の33名より

は格段に減少している数値ではある。しかしながら、おそらく全く活動しなかったサポー

ターが若干名いたことが推測され、しかもこうしてアンケート集計により判明するまで、

コーディネーターには全く実態がつかめないという状況である。サポート期間中に連絡が

ないなどのクレームを察知しうるようななんらかの仕組みが必要と思われる。それ以外に

も、サポーターが熱心でないこと（「忙しさ」を理由にサポートを避けているなど）、サポ

ーターが十分にサポートの仕事をしていないという不満も散見される。 

 このことは、ピア・サポートの重大な構造的欠陥を露呈している。本来この制度は、や

る気のある学生がサポーターになることを前提にして成り立っており、こうしたヴォラン

タリーな気質が必要不可欠であった。ところが実際には、実際にサポーターを募集するこ

との困難と制度を整えるという名目で、自発的な立候補ではなく各コースごとに何人、と

割り当てられた人数を「選出」する方法（イニシアティヴは学生ではなく教員にある）に

変質していったこと、したがってサポーターを引き受けた学生も「自発的」にこのプログ

ラムにコミットしようという意識がややもすれば希薄なこと、またアドヴァイザー（教員）

も 初は有志的、自発的に引き受けていたものが、機械的にその年の学年担当教員が就任

するなど、（全学的な規模で）制度化され整備されればされるほど、本来の趣旨、精神的根

幹部分が劣化しつつあることは揺るぎのない事実である。 

 結果として、ごく少数の教員をのぞけば、自分がアドヴァイザーであるのかどうか、何

人のサポーターを抱えているのか、などについてほとんど自覚のない場合も多いと考えら

れる。現今急速に研究教育面での多忙さ、諸条件の悪化がさらに進行し、誰もが時間的精

神的余裕を失いつつある現状において、こうした制度自体の形骸化、空洞化をいかに防ぎ、 
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血の通ったプログラムとして拡充（せめて維持）していくかが喫緊の、そしてもっとも困

難な課題である。 

 この二年間に限っていえば、前述のごとく少なくともサポーターには必ず事前の研修会

に出席することを義務づけ、そのために研修会を複数設定して都合をつけやすくする工夫

を行った（ 終的には数人との個別面談まで実施した）。その結果、少なくとも事前研修を

受けずにいきなり新入生と顔合わせを行うサポーターはいなかったはずである（とくに

2010年度）。しかし、研修を受けたからといって、結局のところ新入生のピア・サポートに

どこまで積極的に関わり、自発的に面倒を見てくれるかは、サポーター個々人の意識や資

質に依るのであり、制度的にはこれ以上の改善策はなかなか見いだしえないというのが現

状である。 

 サポーターについていえば、その学生の適性よりは教員の個人的な人脈（すなわち頼み

やすさ）で、「動員」されているきらいがあり、これではサポーターの質を保つことはとう

てい困難である。また、サポーター自体の資質という難しい問題がある。正直に言って、

誰もがサポーターに適任とはいえないのであり、一定レヴェルの責任感、几帳面さ、面倒

見の良さ、バランス感覚等が必要なのであるが、実際にはこれらの資質を検証した上でサ

ポーターを選任しているとは言い難いものがある。また当然、ある程度のサポーター養成

なり研修なりの仕組みが必要ではあるが、実際には直前の研修会を実施するくらいしか対

応策が取れないでいる。しかもサポーターは通常３年生で、二回以上引き受けてくれる学

生は稀少である（ちなみに問(7)のサポーターを来年以降引き受けるか、という問いに対し

てはかなり惨憺たる数値が出ている。サービスの給付は受けても、自らが行うという意識

が若い世代にますます希薄となっているのであろうか）。 

 他方、サポートを受ける新入生の側を見ると、頻繁にサポーターに相談する学生も見ら

れるが、少々度を超した頻度で質問をする学生の事例も見られたようである。新入生にと

ってピア・サポートは便利使いのできる仕組みかもしれないが、サポーター自身がヴォラ

ンティアであることを考えると、過度の問い合わせ（しかも深夜、早朝との非常識なコン

タクト）をどう防止するかも今後検討課題になっていくかもしれない。新入生、サポータ

ーともに、「大人の」関係をどうやって構築させうるかが今後ますます重要になってくるで

あろう。 

 また、新入生側の不満として、進学を希望するコースのサポーターに担当してもらえず、

知りたい情報が得られなかったというものが多い。この点は制度発足当初からずっと 大

といっても良い問題となっているのだが、学科枠で入学し２年進学時に進学コースを選択

するという文教育学部の現在の進学システム上、当人が希望するコースのサポーターを（希

望を聞いた上で）割り付けることは、技術上ほとんど不可能である（新入生の希望を聞い

てＰＳグループ割り付けをする時間は事実上とれない―新入生の名簿を教務チームから受

け取れるのは、入学者が確定し名簿が作成される、研修会直前の４月初旬）。年度によって
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は、直属のサポーターとは別に、進学希望先のサポーターの連絡先を新入生に知らせ、進

学についてはそちらに相談するといった方策を施してみたが、さほどの効果は上がらなか

ったようである。また、このミスマッチ解消の方策として、ピア・サポートの懇親会を大々

的に利用する方策をこの二年間で試みた。すなわち、懇親会にできるだけすべてのコース

のサポーターに出席してもらい、個々のＰＳグループの枠を超えて、進学したいコースの

サポーターと話ができるように設定したのである（サポーターにはどのコース所属かがわ

かるように、名札をつけてもらった）。懇親会の利用は個人的にはかなり有効に感じられた

が、やはり時間的な制約があって（懇親会のたった２時間程度のあいだに、自分の知りた

い情報を、聞きたいサポーターから得ることはおそらく相当に困難であろう）、決して十分

とは言えないであろう。他にもたとえばサポーターの受け持ち新入生をトレードするとい

った方策が可能かどうかなど、今後とも、新入生の希望に添ったかたちでのＰＳグループ

構成の方法について、さまざまに検討していくべきであろう。 

 また、文教育学部の場合ピア・サポートの活動が、現在のところ４月中に限られている

点も今後の課題であろう。現在の人的資源（というか、実質的にコーディネーター一人で

研修、データ管理、サポーターとの連絡、懇親会の設定などすべての作業を担っている）

ではこれでどうにも手一杯ではあるが、せっかく新しく構築された人的ネットワークが毎

年５月になると霧消してしまうのはいかにも惜しい。５月以降、こうしたネットワークを

生かして新入生およびサポーターに益する企画、取り組みを設定できれば理想的である。

なお、筆者の属する比較歴史学コースでは、2008年１月および2009年１月にそれぞれピア・

サポート協賛というかたちで、就職が内定した４年生数名に就職のノウハウを語ってもら

うという就職ガイダンスを実施した（ただしこの２年間は実施できず）。アンケート（問(6)）

からもわかるように、こうした就職や進学に関する企画に対しては、１年生側に強い希望

があるので、類似の催しを積極的に設定していく努力も必要であろう。 

 後にもう一点、ピア・サポートには自由になる財源、人的資源が全くない。一方、４

月の懇親会など多少なりとも経費のかかる部分は存在する。この二年間、文教育学部では

教授会で懇親会費のカンパを募り、柴眞理子学部長はじめ教授会構成員の善意でもって飲

み物、軽食の懇親会費を捻出してきた。また学生支援チームから、校費支出可能な物品等

については現物支援も得られた。とはいえ、いくら本プログラムが基本的にヴォランティ

ア精神を根幹とする制度であるといっても、こうした善意のみに依存してすべてを支弁す

るにはおのずと限界というものがあり、他方掛かるものは掛かるのである（懇親会に飲食

提供をしなければよいという意見もあるが、緊張の一週間を過ごして疲れているであろう

新入生に、夕方５時から集まって相談だけしなさい、というのは過酷にすぎよう）。何も酒

池肉林をとはいわないが、なんらかの柔軟な財政的支援システムが必要なのではないか（外

部評価ではこのピア・サポートプログラムが高く評価されていると側聞するが、その実態

はかくも貧弱なこと、以上のレポートを読めば一目瞭然であろう）。また、サポート開始ま
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でのサポーターと新入生のマッチング、サポーター・新入生のデータ整理（メールアドレ

スの集約等）、サポーターへの各種連絡、研修会の実施、サポーター（場合によっては新入

生）からの質問への応対、懇親会の準備（原資の工面）、さらには７月のアンケート実施お

よびその集計など、すべてをコーディネーター一人で行うのは限界がある。財政支援とと

もに、ＴＡなどの人的支援が絶対的に不可欠である。かくもないものづくしのなかで、い

くらヴォランティアといってもこれ以上の努力は無理である（というようなことを二年前

の報告書にもはっきりと書いたが、何も変わらないままであった。この報告書執筆の手間

だけでも省いてほしいと切に願うものである）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年度ピア・サポート懇親会（第一会場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年度ピア・サポート懇親会（第二会場） 
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2009～2010年度ピア・サポート 新入生アンケート調査集計 

 

 2009年度、2010年度の１学生を対象に、両年度とも７月上旬に実施(必修科目「情報処理演習」の

授業中にアンケート実施) 

 有効回答数は2009年度190名（入学者総数220名、回収率86.4％、人文59、言文85、人社29、芸術17）、

2010年度は195名（入学者総数218名、回収率87.2％、人文55、言文81、人社39、芸術20） 

 

 (1) サポーターから受けたピア・サポートについて 

【メール】 2009年度 2010年度 

 (1) ０回   30名   25名 

 (2) １～２回   51名   71名 

 (3) ３～４回   65名   58名 

 (4) ５回以上   48名   41名 

   （無回答）   ５名   ０名 

 

【直接面談】 2009年度 2010年度 

 (1) ０回   41名   37名 

 (2) １～２回  112名  107名 

 (3) ３～４回   29名   44名 

 (4) ５回以上    ５名   ６名 

   （無回答）   ３名   １名 

 

【懇親会参加】 2009年度 2010年度 

 参加者  112名  125名 

 

【その他の活動】 

2009年度 

人文科学科 

お昼を他のサポーターの方や一年生と一緒に食

べた。先生の研究室で昼食会。 

時間割についての相談 

お昼御飯を一緒に食べる 

一緒に食事（昼） 

一緒にお昼を食べた 

ご飯を食べつつ授業の取り方について相談 

時間割決定や学芸員資格修得のアドバイス 

お昼御飯を一緒に食べた 

昼食会 

先生の研究室でお昼を一緒に食べたりしました 

一緒に先生のところへ行ってお昼を食べた。時

間割について相談した。 

サポーターの方たちとお昼を一緒に食べた 

昼食会 

先輩のコースとは違うのがとりたかったので、

お友達を紹介していただきました 

お昼御飯を一緒に食べた 

先生の部屋でお昼 
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授業の内容を昼休みを利用して教えてもらった 

履修登録について分からない部分をお昼ごはん

を食べながら教えてもらった 

時間割の相談、授業の内容、学校の噂など 

昼食会など 

相談というより個人的に仲良くなってピア・サ

ポーターの人と一緒に食事をしたりサークル

に招いてもらったりした 

言語文化学科 

授業の履修について、自分の時間割を点検して

いただいた。 

顔あわせ後に、もう一度集まって授業のとり方

などを教えてもらった。授業についての質問

をメールでした。 

お昼を一緒に食べながらわからないことを教え

ていただきました。 

お昼ご飯を食べつつ履修相談 

お昼ごはんを食べながら時間割のアドバイスを

もらった。 

お昼ごはんを食べながら 

一度お昼にメンバーで集まって履修相談をしま

した。 

サポーターの人とお昼を食べながら話す 

メールで質問したら丁寧に答えてくださった 

時間割の組み方を相談した 

月に一回程度昼食がてら集まって話しています 

ピア・サポートのメンバーでお昼ご飯 

メールでたくさんの相談にのってもらいました。 

お昼を一緒に食べた 

履修登録や授業内容についての相談 

修習に関する質問をしたり、お昼を一緒にした

りしました。 

 

2010年度 

人文科学科 

先輩と一緒に教授の部屋でご飯を食べた 

時間割案をチェックしてもらった 

時間割の作り方について、科目の取り方など 

時間割、研究室訪問、留学を希望しているため

留学する人の話を聞かせてもらった 

担当のピア・サポーターによる他のコースのピ

ア・サポーターの紹介。研究室訪問 

時間割の検討。学校生活の相談 

言語文化学科 

サポータの先輩と一緒に昼ご飯を食べた 

履修登録の相談、司書の資格について 

昼食を食べながらの相談会など 

昼食をとりながらの相談会 

履修登録前に、時間割をみていただきました 

一緒にお昼ご飯を食べながら、他愛のない会話

をしました 

サポーターと食堂で相談 

科目、実生活等、多くのことを相談させていた

だきました 

履修登録のやり方を教えてもらった 

時間割を見てもらった 

食堂で食べながら教えてくれた 

履修登録のあれこれについて教えてもらいまし

た 

学生センターに一緒に相談に行った。コースの

先輩を教えてもらった。 

学生センターの利用法を教えていただいた。別

学科の先輩（自分の志望する学科）にも相談

して頂いた。 

お昼に時間割相談 

時間割を見てもらった 

お昼を食べながら相談 

お昼休みに一緒にご飯を食べた 

すごく親切にサポートして頂いてすごく心強か

ったです 

相談会（お昼）、いくつかの科目のテストの説明 

人間社会科学科 

自分の担当以外のピア・サポーターにお世話に

なった 

時間割の組み方。進学コースの相談 

履修について 

時間割についてチェックしてもらった 

人社で食堂に集まった 

芸術表現行動学科 

一緒に踊ったり、ご飯を食べながら話をした 
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 (2) ピア・サポートは役に立ったか？ 

  2009年度 2010年度 

 (a) とても役に立った    48名   97名 

 (b) 少し役に立った      90名   58名 

 (c) どちらともいえない    22名   18名 

 (d) あまり役に立たなかった   10名   ９名 

 (e) 全く役に立たなかった   ３名   ４名 

  (f) サポートを全く受けなかった   16名   ９名 

   （無回答)   １名   ０名 

 

 (3) 来年以降のピア・サポートについて 

  2009年度 2010年度 

 (a) 是非実施すべき   37名   81名 

 (b) 実施した方がよい  104名   77名 

 (c) どちらともいえない   40名   28名 

 (d) 実施しなくてよい   ８名   ７名 

   （無回答)   １名   ２名 

(d)の理由「正直、一人で色々やりたい人にとってはいらない」「必要ないと思うから」「ピア・

サポートの人が多忙（？）で顔も知らない」「特に得るものがなかったから」（以上2009年度）、

「サポートしてもらえなくて周りはサポートされていて悲しかった」「サークルで聞けたか

ら」「他の先輩から話を聞ける」（以上2010年度） 

 

 (4) ピア・サポートでよかったこと 

2009年度（128名回答） 

人文科学科 

わからなかったら先輩に聞けるという安心感が

あった。コースのことについての話も聞けて

よかった。 

履修の相談に乗っていただいて、授業の詳しい

情報も分かり良かったです。 

時間割を組む時の参考になった 

時間割を組む時に色々相談できた 

いざとなれば、先輩に分からないことを聞けた

点 

先生方を交えていろいろなことについて気軽に

聞けたりお話できたこと 

教科が実際どんな感じか分かった 

なんとなく学校の様子が分かった 

先輩は教職をとっていなかったけれど、先輩の

友達に聞いてくれて良かったです。 

ピア・サポートの中でも親切な方の人に担当し

てもらったので、いろいろと教えてもらえた。

初めは先輩に知っている人が誰もいなかった

ので少し安心できた。 

履修 

わからないことをメールで聞けた 

二外だと一番中国語が楽だと教えてもらった 

それぞれのコースの大まかな授業内容が聞けた

こと 

時間割を決める際にアドバイスをしていただけ
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たこと。希望コースの先輩だったので、２年

生時の話がうかがえたこと 

生徒としての生の声が聞けた。実際に時間割を

見てもらってアドバイスを受けられた。 

カリキュラムのことは不安だらけだったので、

直接ピア・サポートの方にチェックを相談し

ていただけたのはとても助かりました。 

授業の時間割について教えてくれたことが助か

ったです 

時間割はこれでいいのか不安だったが、それが

少し和らいだ 

時間割について相談できたこと 

授業の時間割の決め方で悩んだときにメールで

相談にのってもらえたこと 

授業時間割の組み立て方の疑問点について相談

できたのでよかった 

分からないことを何でも聞くことができた 

体育の着替える場所など細かいことが聞けた 

現役生の意見が聞ける。先生と違って聞きやす

い（質問しやすい） 

先輩に時間割の組み方を教えてもらい不安が軽

減された 

４月はサークルにはいる前で知っている先輩が

ほとんどいなかったため、とりあえず聞ける

人がいたこと 

困ったときの相談相手がいてくれると思うだけ

でも少し安心できました 

履修についての相談で大変お世話になりました。

科目数など、不安な点についてアドバイスし

ていただいた点が良かったと思います。 

時間割を作るのは本当に戸惑ったので、（ピア

が）ありがたかったです。 

時間割の組み方を教えていただいたこと 

右も左もわからない…と不安なときに相談相手

ができたこと 

先輩のアドバイスがいただけたこと 

時間割や資格についての相談に乗ってもらえた 

授業内容や学校のことが全く分からない状態だ

ったので、先輩に聞けて安心できました。 

不安な時期に先輩から直接教えてもらうことで

安心できたし、ピア・サポートのおかげで早

い時期に先輩とかかわれたり仲良くなれたこ

と 

初めて時間割を作るのは大変だったので、先輩

のアドバイスをもらえて本当に助かった 

時間割、授業内容について教えてくださり、時

間割を立てるうえでとても役立った。また大

学のいろいろな情報や先生の情報なども教え

てもらった 

時間割の組み方や各コースの雰囲気が良く分か

った 

時間割について聞けてよかった 

安心した 

授業の取り方や先生の情報などが聞けたところ。

人脈が広がったところ。 

言語文化学科 

授業のとり方がサポートなしでは全く分からな

かったので、大変助かりました。 

親身になってくれて心強かった。 

時間割を考える際に注意すべきことが分かった。

（もう使わない）教科書をゆずってもらった。 

単位について教えてもらった 

時間割を作るのを手伝っていただいてとてもた

すかりました。資料や全体での説明だけでは

自分の理解力を超えていたので、具体的な相

談に乗ってくださる先輩がいてよかったです。 

大学生活について、サークルの情報や授業の履

修に関することなど教えていただけたこと。 

先輩と話ができたため、学校へのしたしみがわ

いた。 

全体説明会をきいていただけではわからなかっ

たようなことを、わかりやすく教えていただ

いた。 

サークルに入る前でも、すぐに相談できる先輩

がいるから助かります。 

「いざとなれば相談できる」という安心感はあ

りがたい。 

時間割を組むことについて何も分からなかった

ので先輩の話はとてもためになりました。 

どの科目を選択すればよいかアドバイスがもら

えた。レポート、テストのアドバイスがもら

えたこともよかった。 
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時間割について教えてくれた 

時間割 

わからないことをなんでも聞けた。 

時間割づくりの相談ができた。 

バイト等の情報が得られたこと。 

時間割作成を一緒に確認してもらえた 

時間割を組む上でのアドバイスをきけたこと。 

教職や必修科目など、もれなく履修することが

できた。コマ数の目安を教えてもらい、参考

になった。 

特によかったといえることはなかったのですが、

いざとなれば相談できる先輩がいることはど

ちらかといえば心強いことだったような気が

します。 

授業の組み方のアドバイスをもらえた点。 

右も左もわからない状態での中、とても救いに

なりました。 

先輩に授業のとり方などについて聞くことが出

来た。 

授業の時間割を見てもらえた。奨学金の相談に

のってもらえた。ピア・サポートの集まりを

通じて苗字の近い子と友達になれた。 

時間割がある程度決まった段階でチェックをし

てもらった。授業のとり方など元はよく分か

らず不安だったのでチェックしてもらえて安

心した。 

履修もれを防げるかも。各コースの雰囲気が分

かった。 

カリ組みだけでなく、大学生活が始まって不安

だらけでしたが、先輩は同じように不安がっ

ている同級生と一緒に話をすうることでだい

ぶ不安がやわらぎました。 

いつでも相談できる人がいるということを知っ

ていたことはよかったです。 

「先輩に相談できる」と思えることで不安が軽

減されたし、時間割の相談がとても参考にな

りました。 

時間割の組み方のアドバイスを聞けてよかった 

経験者の意見を聞くことが出来て安心した点 

授業のとり方について参考になった。 

履修について相談できたこと。また、右も左も

わからない状態で頼れる人がいるというのは

心強い。 

時間割の立て方がわからないとき相談にのって

もらった 

時間割の決め方など分からないことを教えてく

れたので不安が解消されました。 

具体的に先生の印象などを聞けたこと。 

時間割の相談ができたこと 

まだサークルに全く入っていない期間で話をき

ける先輩もいなかったので、だいたい週に何

コマ授業をいれればいいかなど直接聞ける人

が居ることに安心した。 

同じ学科の先輩に時間割についてアドバイスし

ていただけたこと。 

時間割を考えるときにいろいろ教えてもらった。 

初はなにも分からないので、色々聞けてよか

った。 

時間割の組み方のアドバイスをしてくれる。楽

しかった講義についてなど教えてくれる。 

相談相手がいると思えただけでよし。 

時間割の作り方 

授業の履修の仕方を丁寧に教えてもらった。 

履修登録で分からないことが分かった 

パソコンの買うかどうかについて教えて（アド

バイス）してくれた。 

時間割をたてる際に色々なアドバイスがもらえ

てよかった 

時間割の組み方について教えてもらえるところ 

自分の組んだ時間割に問題がないか（必修など

に関して）確認できた。オリエンテーション

では組み方がよくわからなかったので、助か

りました。 

先輩がついてくれるとおもうと、それだけで不

安が少し和らいだ。精神的にゆとりができた。

時間割も無事に組めた。 

入学して、急に履修申請をすることになり、半

ばパニックでしたが、履修のことだけでなく、

バイトのことなども相談できてよかったです 

先輩がとても親切な方で、メールでの相談も気

軽にできました。特に時間割を組む際には、

コースが同じだったこともあり、とても役に
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立ちました。 

授業の予習や履修についての相談ができたこと。 

履修のことでわからないことがあった時に聞き

やすかった。 

お茶大について、授業や先生方について色々わ

かったこと。 

時間割の確認をしてもらえたこと。教職の相談

にのってもらえたこと。 

疑問点を気軽に聞けたこと。 

授業の履修方法について質問することができた

り学校内を案内してもらえることができた。 

おすすめの授業教えてもらえた。気軽に相談で

きる先輩の存在は心強い。 

単位のとり方、時間割の組み方を教えてもらっ

た。 

困ったとき、メールをくれた。お昼に会って、

時間割をみてもらった。 

生活面で先輩からアドバイスを受けられた。 

入学当初、学校生活やアルバイトについての具

体的イメージをつくることができました。ま

た、二年からのコース分けについての情報も

得られました。 

いつでも困った（わからないこと）ことがあっ

たら相談できる上級生がいるということで、

安心できた。 

先輩が一年生時の時間割を見せてくれ、それを

元に安心して履修登録をすることが出来たこ

と。二年時の流れもつかめたこと。大学生活

について知れたこと。 

教職に関することなど、色々質問できてよかっ

たです。 

実際に何人かで顔を合わせて相談したときに時

間がなくて、きけなかった細かいこともメー

ルで丁寧に説明してくれた。 

人間社会科学科 

何もしてないのでわかりません 

なんとなく安心しました 

授業の取り方について相談できたこと 

どのように時間割を組めばよいか相談できたの

で、あまり不安にならずに済んだこと 

教職についてなど具体的なアドバイスをいただ

きました。 

相談する、しないにかかわらず、頼れる人がい

ると心強い。自分が友人に質問されて分から

なかったことを、ピア・サポーターさんに聞

いてみたらどうかと提案したことはある 

聞ける人がいるという安心感 

全く分からなかった時間割作成だったが、丁寧

に教えていただきよかったです 

無事に時間割を組めたこと 

全くサポートを受けていなかったのでわかりま

せん 

実際に相談することはあまりなかったが、支え

てくれる先輩がしっかりいてくれるというこ

とが心強かった 

入学したばかりでわからないことを教えてもら

えた 

気軽に質問できた 

まだ知り合いも少ない中、頼れる人がいるとい

うことが安心でした 

大学に対して良いイメージが持てた 

芸術表現行動学科 

メールが来たことで、自分が本当にお茶大生に

なったと実感できた。 

学生なので相談しやすい。 

 

 

2010年度（134名回答） 

人文科学科 

懇親会の時に学校生活について話せたことが今、

かなり役立っています 

履修関係 

２年生での専攻を決められた 

先輩に授業の内容や時間割について話を聞けた

こと 

ゼロから始めた不安を解消してくれた 

標準のコマ数とか、授業の様子を知ることがで

きた 

履修登録の仕組みについて教えてもらったこと

が大変役に立った 
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時間割の組み方を説明してくれたので分かりや

すかった 

教職の科目の取り方で勘違いしていた所があっ

たがピア・サポートの先輩に指摘してもらっ

て助かった。おすすめの講座も教えてもらっ

た 

懇親会が楽しかった 

学芸員資格について迷っていたので上級生から

アドバイスをもらえてよかった。時間割につ

いても相談にのってもらった 

分からないところを聞けた 

不安がなくなった 

相談したことはなかったが困った時には相談で

きる人がいるという安心感がすごくあってよ

かった 

安心して履修登録できた 

時間割について聞けた 

履修登録についての説明 

レジュメの書き方を教えてもらった 

時間割についてアドバイスしてもらったこと 

時間割がすごく助かった。学校に慣れるように

努力してもらってすごくうれしかった 

いろいろ教えてもらった。時間割を一緒に組ん

でくれて大変助かった 

履修の仕方、時間割の組み方が分かった 

心配が少なくなった 

授業の取り方など全く分からなかったことを優

しく教えてもらった 

先輩が面白かった 

希望する専攻の先輩だったので科目の取り方な

どを教えてもらった。丁寧に教えてもらった

ので本当に助かった 

語学授業の履修の関係で悩んでいた時にわざわ

ざ個別で会ってくれたり、先生との相談の際

に付き添ってくれたりしてもらったときは本

当に救われた気持で一杯でとてもありがたか

った 

懇親会で希望するコースの先輩の話が聞けたの

でよかった 

初の時に各学科の話ができたところ 

質問できたこと 

時間割を組んで見てもらえた 

学科共通科目のことなど忠告してもらえて良か

った。おすすめの授業も教えてもらった。複

数の先輩に助言してもらえて役に立った 

こまめに連絡をもらって安心感あった。何度も

メールで相談にのってもらった 

困ったときに相談できる安心感 

不安が減った 

時間割を見てもらえた。頼れる先輩の存在 

時間割の相談にのってもらえた。授業の詳しい

内容を教えてもらった 

時々メールをくれたり、お食事会を開いてくれ

たりしたこと 

何でも質問できる安心感 

言語文化学科 

履修ガイドなどを読んでもいまいちピンとこな

いことがあったときに、気軽に相談できたこ

と 

履修の方法が始めはよくわからなかったので、

相談できる人がいてよかった 

先輩方が不安を解消してくれた。時間割の参考

になった。 

時間割の組み方や単位のシステムなど、わかり

にくい所を具体的に説明し、アドバイスして

もらえた。質問の出来る人がいて安心できた。

知り合いの方を通して、違う専攻の方も紹介

してもらえた。 

大学の時間割のシステムが全く分からないなか

で、何でも聞くことの出来る人がいてくださ

ってとてもありがたかったです 

履修単位の目安を知れた。不安感が解消された。 

入学直後の緊張、不安を和らげてもらえた 

時間割を一緒に考えてくれて助かった 

不安な事を質問したら、とても細かく親切に対

応して頂いたこと 

右も左も分からない状態で、頼る事の出来る先

輩はとても有り難い存在だった（履修などの

面で）。同じグループの子と仲良くなるきっか

けになった。 

やはり、新しく大学生活が始まる中で、授業の

組み方や、面白い授業などを教えて頂けたの
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が良かったです。また、そういう風に支えて

くれる先輩がいるというだけで、とても心強

かったです。 

大学生活での不安、特に授業に関係することに

ついて色々相談にのってくださったのでだい

ぶそれが和らぎました。あとは、先輩の方か

ら昼食会に誘ってくださり、とても嬉しかっ

たですし、学校以外のお話もいろいろ聞けて

参考になりました。 

入学時は何ということはありませんが、何かと

不安なので、何でも質問することの出来る先

輩がいる、という事実が、たとえ実際は会う

ことが出来なくても、安心材料となりました。 

時間割をたてるのに参考になった 

時間割の相談などにのってもらえた 

教職の授業との兼ね合いについて教えて頂き、

本当に助かりました 

良いサークルに入れました 

取った方がいい授業などを聞いた 

不安が解消されました 

大学に入って不安ばかりだったが、ピア・サポ

ートの先輩に相談にのってもらたり、ピア・

サポートで同じ班になった子と友達になれた

のでよかった。 

履修登録のミスがないか見て頂きました。 

履修の仕組みが全然わからなかったので、一か

ら丁寧に教えて頂いてとても助かった。懇親

会でも新しい友達が出来た。 

時間割を組むときに、初めてで不安だったので

すが、先輩が何度も見てくださったので、安

心して履修登録ができました。 

大学に入って相談相手がいなくて不安な時期に

先輩がアドバイスをくれて心強かったです。 

授業の履修登録がスムーズに出来た 

分からないところだらけだったのでいつでも相

談できたのは助かりました 

時間割の組み方の相談やチェックを気兼ねなく

お願いできた 

時間割作成を教えてもらった。教職課程につい

て教えてもらった。 

安心した 

授業の組み方は参考になった 

履修登録 

何も分からない状態だったので、時間割の目安

を教えてもらえたり、チェックしてもらえて

よかった 

入学したてで何も分からないところに相談に乗

っていただき、とても心強かった 

時間割のことを詳しく教えてくれて本当に助か

りました 

パソコンの選び方、時間割の組み方 

時間割の相談 

懇親会で相性の良い先輩に出会えた 

先輩の生の声が聞けたこと 

メールで質問に答えてくれた 

いきたいコースのサポーターさんだったのです

ごく助かりました 

時間割の立て方が全く分からなかったので、本

当に助かった 

先輩がどんな質問でも答えてくれて、分からな

いことだらけだったので助かりました 

懇親会はよかった。時自分のピア・サポーター

とはメールアドレス交換しかしなくて時間割

相談は一回もしなかった 

大学がどういうものか理解するのにピア・サポ

ーターのおかげで分かりやすかった 

授業の時間割のことが分からず困っていたのを

助けてもらえたこと 

あまりなかった。会う機会もあまりないし、会

っても個人的な話をするには人数が多過ぎ。

１対２などが良いと思う。 

入学直後はやはり緊張していることが多く、心

配することが多々あったのですが、ピア・サ

ポーターの先輩のお話を伺うと安心できるこ

とが多く、良かったです 

時間割の組み方が全く分からなかった時に助け

てくれた 

いろいろと授業以外のことも聞くことが出来た 

初めてのこと続きで心配が多かったが、時間割

をチェックしてもらえて安心できた 

履修についてわからないことが多かったので質

問できてよかかった。 
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履修登録についてが、自分一人ではよくわから

なかったので、どう履修していくのが良いか

という情報を得られてよかった 

時間割がくみやすかった 

右も左も分からない頃に上級生にいろんなこと

を教えてもらえたことは、とてお心強かった

です。 

時間割の組み方など、入ったばかりの時の諸手

続きのアドバイス 

時間割の相談にのってもらったこと 

授業の実際の様子が分かってよかった 

時間割の組み方を教えていただいたり、不安な

ことの相談に積極的にのって頂いて嬉しかっ

た 

学科の先輩から体験談を聞けたり、時間割の組

み方を見てもらったりできたこと 

先輩がとても話しやすい方だったので、小さな

ことでも相談できました 

わからないところを相談できた。単位のことや

時間割のことは全く分からなかったのでピ

ア・サポートがあってよかった。 

人間社会科学科 

履修登録の方法を教えてもらった 

履修登録の不明な点を教えてもらった 

安心感を得た 

授業科目選択の相談にのってもらい参考になっ

た 

安心感を得た 

同じ進路の先輩だったこと 

相談にのってもらった 

同じ進路の人がいることが分かった 

グロ文進学の人向けの授業について教えてもら

った 

履修について聞けたこと 

先輩に相談しやすいこと 

時間割の相談にのってもらえたこと。 

先輩との貴重なつながりができる 

時間割の立て方の参考になったこと 

履修登録 

安心感を得た 

安心して時間割を組めた 

時間割について教えてもらった 

分からないところを聞けた 

履修登録、レポートの書き方を教えてもらえた 

親身になって相談にのってもらえた。精神面で

のサポート 

履修の相談 

時間割の相談 

時間割の相談 

希望するコースの先輩だったこと 

芸術表現行動学科 

何も分からず困っていたときにメールで何でも

情報をもらえるのは助けになった。 

実際の授業の雰囲気や、スケジュールのハード

さを知ることが出来た 

先輩と仲良くなれました 

時間割についていろいろ聞けたこと 

履修のことで分からなかったことがあったが、

相談することで安心できた。分からなかった

ことがあれば相談する人がいるという安心感

がいい。 

授業のことなど聞けたこと 

先輩とのつながりがもてる 

時間割の組み方とか色々分かった 

履修登録など、一度聞いただけでは分からない

ことを質問できる 

 

 (5) ピア・サポートの課題、問題点 

2009年度（70名回答） 

人文科学科 

もう少し履修に関して説明してほしかった 

名前順に割り振られていて、話を聞きたい人と

組めないこと（志望先のコースの先輩とか） 

ピア・サポートの一環として、一年生を受け持

つ人の他に教職をとっている人が教職をとり

たい子の相談を自由に受けるという係を作っ

たらどうかと思います。 

担当してくださった方が教職をとっていなかっ

たり希望するコースの人でなかったりして相
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談しても分からないことがいくつかあったこ

と 

ピアの先輩が忙しそうだったので気を使ってあ

まり質問できませんでした 

個人的なやりとりが煩わしい 

ピア・サポートの先輩のアドレスがパソコンか

らだったため、すぐに連絡がつく状況ではあ

りませんでした。そのため、ピア・サポート

の方の連絡先はすぐに連絡がつきやすいこと

が第一条件にすべきではと思いました。 

色々なコースの話が聞けない 

自分の進みたいコースの２年生でないと適格な

指示が得られない点 

こちらは連絡しにくいので、集まる日があれば

いいなと思いました。 

時間割作りの前に会って相談する機会があると

いい 

懇談会に来てなかったので仲良くなれなかった 

人によってサポート内容にとても差があること

…（ボランティアなのは分かるが、ほかの人

の話を聞いていて「やってほしかった」と思

うこともいくつかあった。 

ピア・サポート期間がイマイチ不明で相談して

もいいのかどうかとためらったこともありま

した。期間を明確にしてほしいと思います。 

忙しい人はピア・サポートにまわす必要はない 

テストの対策 

グロ文の先輩が少なかったので、もっと増やし

てほしかったです 

あまり干渉しすぎず、かといって困ったときは

助けてくれる。適度な距離感が良かったです。 

私の先輩は良く連絡してくれたが、ほかの友達

は全く連絡してくれないと言っていてサポー

ターによってちがいが大きいと思った。 

連絡がこなくて会えなかった 

サポーターの方に会ってみたかった 

ピア・サポートの人が忙しいからと言って会え

ないといわれるとむなしい 

もう少しあって話かった 

大学にサポーターの方がもう慣れてしまってい

るので、高校からあがってきた人の素朴な疑

問に戸惑いを感じていた。難しいかもしれな

いが大学入学時のことを思い出してほしいと

感じた。 

言語文化学科 

あまり連絡がなかったから何ともいえない。 

教職をとる人をもう少しピア・サポートにして

ほしいと感じました。色々なとり方をしてい

る人が居た方が聞きやすいと思います。 

三年生なので忙しいようで、なかなか直接会う

機会がなかった。 

自分の行きたい学科の先輩とも連絡がとれると

いいなと思います。 

希望するコースの先輩となかなか話ができない。 

グループによって活動がまちまちなところ。 

連絡時間が遅い 

学科は同じでもコースが違うと相談しづらい。 

ピア・サポートの人が忙しすぎてあまり相談に

乗ってくれない。 

教職について教職課程の授業をとっている上級

生から話がきけるといいと思う 

仕方がないことですが、上級生の専攻が自分と

違ったり、自分が教職をとるつもりでも上級

生はとっていなかったりと、あまり踏み込ん

だ相談はできなかった。せめて教職はとって

いる人がサポートになったほうがよいと思う。 

普段会ってもあまりあいさつをしてくれない 

志望コース（日文・英文・中文など）が同じサ

ポーターの方についていただきたかったです。 

科目はなるべく登録登録できるものは登録して

おくように、と話してほしかった。 

言語文化の場合、しんにゅうせい の希望して

いる専攻の先輩がついた方がいいと思う。 

言語文化学科では二年次から進学するコースに

よって一年次とらなければならない授業が大

きく変わってくるので、もし可能なら、進学

志望先のコースの先輩だともっと助かると思

いました。振り分けが難しいとは思います 

が…。 

そんなに深くかかわれなかったのでもう少し仲

良くなりたかった。 

すごく不安真っ只中の時にやったので少し疲れ
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た 

同じコースの人ではなかったのであまり聞きた

いことが聞けませんでした。 

コースの違うサポーターさんではあまり参考に

ならない。サポーターによっては一度も集ま

らなかったりする。（何か機会がないと相談し

づらいのに。） 

自分の志望する学科の先輩にアドバイスしてほ

しい。 

顔を合わせて相談する日をもう少し早めてほし

かった 

あまり活動がなかった 

自分の進みたいコースの先輩の方がいいと思っ

た。 

学芸員資格をとりたかったが、それの授業をと

っている先輩が居ず、分からない点もあった

が質問することができなかった。 

コースが違うため、できれば同じコースにして

ほしい。 

案外四月のはじめだけの活動だった。 

自分は英文に行きたいのに、中文の先輩だった

のであまり役に立つ情報がなかった。 

自分が希望する進学先の上級生ではなかったた

め、具体的な授業内容等の話があまり聞けな

かった。 

自分のコースの先輩だとより良かった。 

教職を希望する人、将来のコースなどに合わせ

て組み分け方が参考になると思います。 

私は、ちょうど、自分の進みたいコース（日文）

とピア・サポーターの方のコースが一緒だっ

たので、とても助かったので、できれば重な

るように組めればいいなと思います。 

ピア・サポート懇親会では、ピア・サポートよ

りも学科の友達との懇親会のような感じだっ

た。 

私はよい人にあたったけど、友人は困っている

ようだった。 

事前に組みたいコースの希望を取り、そのコー

スの先輩がついてくれると、授業のとり方や、

とった方がいい授業などをもっと詳しく知れ

たと思う。 

表面的な回答（このくらいなら大丈夫など）よ

りは具体的に理由づけした回答（～単位

を・・・とーでとれているから大丈夫）をし

てほしい。教職をとる人に関してはとってい

るサポーターがついたらよいと思う。 

自分が行きたい学科の先輩にサポーターになっ

てもらいたい。 

人間社会科学科 

あまり接点がないところ 

もし親密な関係を築けるとよいと思う 

いきたいコースの人に見てもらえたらな、と思

います。 

ちょっと相談しずらかったです 

言っていることが違うところ 

もっとアピールすべきだと思う 

時間割のことなどサポーターの方だけでは大変

だと思う 

関われる機会が少なく、お互い顔が分からない

というところもあった 

グロ文とか新しく始まった制度について、知ら

ない人がいて、聞きたいことが聞けなかった。

「出席してある程度テストができればよい」

とかあいまいで良く分からなかった 

 

2010年度（58名回答） 

人文科学科 

ピア・サポの先輩との会う機会が少ない 

ピア・サポートが人によって格差（温度差）が

ある 

人（ピア・サポートさん）によって対応がまち

まち 

希望する専攻の方がピア・サポートについても

らえたら良かった 

自分の進みたいコースの先輩ではなかったこと

が残念 

いつでもメールしてね！と言われてもなかなか

できない。話せる機会は増やすべき 

特に使わなかった 

積極さがほしい 
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志望するコースの先輩ではなかった点 

進学志望先のコースの先輩と話す機会を増やし

てほしい 

自分の志望するコースの先輩にサポートしてほ

しかった 

ピア・サポーターによってまちまち。入学した

てで放置されてすごく悲しかった。ボランテ

ィアだけどやるなら責任を持ってやってほし

い 

希望する専攻の先輩ではなかった時の対処など 

コースごとに決めている人から割り当てるなど

の制度がほしい 

もう少し対面する時間が長いと良い 

メールの返信が来なくてよく分からなかったこ

と 

言語文化学科 

自分の進みたい学科の先輩の方が相談しやすい

と思う 

番号で機械的にわけるのではなく、自分のいき

たい専攻の先輩につけるようにしてほしい 

会ってアドバイスを受ける回数がやや少ないと

感じた。担当者によってサポート体制にばら

つきがあったらしい。 

ピア・サポートの先輩方の負担になっていない

か心配で、少し遠慮してしまいました。先輩

方の負担を減らす方法があれば、と思います。 

自分と同じコースに進んだ先輩だと良かった 

進みたいコースが一致したサポーターについて

ほしい 

入っていきなり「何が分からない？」と聞かれ

ても新入生は何が分からないかわからない。

「助けたげるよ！」というよりも「これから

２年間仲良くしよう！」の方が嬉しいです。 

担当するピア・サポートの方が自分の志望する

コースとは違うコースの方だとあまり有益な

情報を得られなかったりするので、自分の志

望するコースの先輩を選べるといいかもしれ

ません。 

もっと絡みたかったです 

なかなか自分の条件と合致するサポーターさん

と出会えないところ 

自分の進みたい学科の先輩でないと聞きづらい。 

日文、英文など自分が選ぶコースの先輩にアド

バイスをもらいたいです 

履修登録以後も活動を多くしてほしいです 

進学希望先コースの先輩でないとき少し困ると

思います 

始めに時間割作成について説明する機会を設け

てほしい 

同じコースに行く人で集まった方がいいと思う 

進みたいコースと違って、相談しても分からな

いところも 

自分の進学予定コースの先輩だとありがたいで

す 

進学したいコースの先輩でないことがある点 

自分からは先輩にメールしにくいので、メール

してくれると嬉しい 

自分の進もうと思う言語の先輩がピアの先輩だ

ったら良かったと思います（英語圏、中国語

圏など） 

専攻などをなるべく考慮してほしい。日文の時

間割を質問したいのにピア・サポートの先輩

は仏文など、少し困った。 

ピア・サポーターによって熱心度が違いすぎる。

他の子はお昼とか一緒に食べててうらやまし

かった。 

顔合わせがなかった。いろいろ教えてほしかっ

た。 

もう少しメンバー同士で会う機会を増やしてほ

しい 

自分の進むコースの人ともっと話をしたい 

履修をもっと分かりやすくしてほしい。コアや

その他の全ての科目がのっている時間割が欲

しい。 

希望のコース別にしてくれるとよかった 

自分のいきたいコースを専攻しているピア・サ

ポートの人と対談、ペアを組めたら良い 

担当者によって相談回数や接する機会に差があ

る 

人間社会科学科 

希望するコースの先輩ではなかったこと 

ピア・サポーターの紹介が初期すぎた 
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専門が違うこと、同じ進路の人を第２ピア・サ

ポーターとして紹介してほしい 

ピア・サポータ同士の連携がほしい 

希望するコースの先輩に担当してほしい 

希望するコースの先輩に担当してほしい 

ピア・サポーターとの顔合わせが遅い 

３年生と１年生で制度が違ったこと。２年生も

いてほしい 

希望するコースの先輩に担当してほしい 

希望するコースの先輩に担当してほしい 

芸術表現行動学科 

舞踏科はこの制度がなくても十分先輩からサポ

ートを受けています（この制度は機能してい

ない） 

懇親会が４月以外にもあったらいいと思いまし

た 

 

 (6) ピア・サポートで行ってほしい催し 

2009年度（63名回答） 

人文科学科 

進学志望先の上級生との懇談と内定した４年生

に話を聞くをやってほしい 

大学院への進学の話 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談。できれば先生も

いてくださるともっといいです。 

進学先の上級生との懇談 

進学先上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談、就職した卒業生

もしくは内定した４年生に話を聞く 

就職した卒業生もしくは内定した４年生に話を

聞く 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

２年生以後のコース分けについて先生や先輩方

との懇談を設けてほしい 

就職活動について 

就職活動について話を聞く 

入学後のシーズンだけでなく、２月３月あたり

にもう一度集まりたい 

内定した４年生に話を聞く 

就活や教職関連の体験談を早いうちに聞きたい 

就職された先輩方のお話を聞く場を設けて、自

分の漠然とした将来の方向付けをする機会が

あれば良いのではないかと思います。 

それぞれのコースの人との懇談会とか 

学芸員になるために授業をとっている人にどの

授業をいつとるといいとか聞きたかった 

顔くらいは知りたかった 

テストの対策 

グロ文に進学した先輩が少なく、話を聞く機会

がありませんでした。グロ文進学希望の私と

しては残念でした 

進学希望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

内定した４年生に話を聞く 

就職した卒業生と知り合いになれるイベント、

教職をとっている人から話を聞けるイベント、

内定した４年生から話を聞けるイベント 

言語文化学科 

内定した４年生に話を聞く 

進学志望先は各々タイプがあると思おうので、

自分の進学先の上級生を選んで話せるような

場。 

就職した卒業せい、内定した四年生に話を聞く。 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生の話が聞きたいです、また

就活のことについても知りたいです。 

一年次、二年次の時間割の公開 

進学志望先の上級生との懇談、卒業生、四年生

との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

就職の話は聞きたいです。あと公務員試験とか。 

進学希望の上級生との懇談 

希望コースの上級生と話せる企画。卒業生の方

の講演など。 

進学志望先の上級生と懇談 
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例に挙げられている２つが実施されていればす

ばらしいと思います。 

進学志望先の上級生との懇談 

内定した四年生に話を聞く 

進学志望先の現役の先輩と卒業生両方の話を聞

く機会がほしい 

進学希望先の上級生との懇談 

就職した先輩など、集勝をしていたことのある

先輩に話を聞きたい。 

就活やインターンなどの情報を一年生のうちか

らしっかり知る機会がほしいです。 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

３．４年のお話もききたいです。 

希望している進学先の先輩との懇談。就職また

は内定した方の話を聞く、その方でないとし

られないことを教えてほしい。 

人間社会科学科 

志望のコースの上級生に２年ではどのようなこ

とをやっているか、今のうちに何をとってお

いたほうがよいかなど、そのコース特有のこ

とがきける機会があればよいと思います。 

卒業生との懇談 

内定した４年生に話を聞く 

同じ学科の教職志望の先輩に時間割を手伝って

もらう 

希望コースの先輩の話が聞きたかった 

先輩たちとの交流 

進学志望先の上級生との懇談 

２年生でコースに分かれるので自分の希望する

コースの先輩の話を聞いてみたいです 

 

 

2010年度（61名回答） 

人文科学科 

就活のお話を聞く会など 

進学志望先の上級生との懇談。履修について聞

く機会がほしい 

懇親会はぜひやってほしい 

進学志望先が同じ上級生と話せる企画はほしい 

内定した４年生に話を聞いてみたい 

就職した人から話を聞きたい 

進学志望先の上級生との懇談 

４月以降も定期的に集まりがあれば上級生との

関係ももっと築ける 

就職の話は少し聞きたい 

進学志望先の上級生との懇談 

内定した４年生に話を聞く 

進学志望先の上級生との懇談。大学院の人との

懇談 

就職した卒業生の話を聞く機会がほしい 

進学志望先の上級生との懇談 

志望先の上級生との懇談。就職した卒業生、内

定した４年生に話を聞く。レポート等の書き

方。勉強方法。テスト対策 

言語文化学科 

時間割のたて方（自分の学科の先輩などの）を

見せてもらう 

志望進学先の上級生との相談（一致するような

担当者の決定） 

就職関係の話を身近に聞いてみたいです。 

時間割作成の際、細かく指導してもらえる機会

があればいいと思う 

進学志望先の先輩との懇談、就職した卒業生や

内定した４年生の話を聞く 

同じ学科の先輩に、将来の展望を聞きたいと思

います。 

就職した卒業生や内定した４年生の話を聞く 

就職内定した先輩に話を聞く 

上級生よりも同級生同士が仲良くなれる機会が

欲しいです。今なお同じ学科の人が分かりま

せん。 

進学志望先の先輩との懇談、これは良いと思い

ます 

進学志望先の上級生との懇談、資格試験（公務

員試験など）の合格者との懇談 

時間割作成を教えてくれる会 

進学志望先の先輩との懇談 

進学志望先の先輩との懇談をぜひお願いします 

進学志望先の先輩との懇談 
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就活が終わった先輩の話を聞く 

就職した卒業生や内定した４年生の話を聞く 

自分が進みたいと思っているコース所属のサポ

ーターにサポートしてほしい 

大学院生に話を聞く（他大の院も含めて） 

進学志望先の先輩との懇談、就職した卒業生と

の懇談 

試験がどういうものか教えてほしい 

就活についていろいろと聞いてみたい。インタ

ーンシップなど、？という感じなので。 

就職した卒業生に話を聞く 

一年生と上級生の懇親会だけでなく、一年生同

士がもう少し知り合えるような企画を作って

ほしい（サポーターの先輩が同じの一年生と

あまり仲良くなる機会がなかったので） 

進学志望先の上級生との懇談 

就活のお話聞きたいです 

懇談会は是非。就活した先輩や院に進まれた先

輩の話も聞けると有り難いと思います 

進学志望先の上級生との懇談 

進学志望先の上級生との懇談 

人間社会科学科 

例に挙げられたもの 

進学志望先の上級生との懇談 

例に挙げられたもの 

上級生との交流 

定期的に懇親会を開いてほしい 

時間割が出来上がるころに進学志望先の上級生

との懇談会 

就職に関する企画 

例に挙げられたもの 

就職した先輩との懇談 

就職した卒業生、内定した４年生に話を聞く 

コースに進んだ後のコースごとの話しあい 

コースの先輩との懇談。就職相談 

例に挙げられた就職関係のもの 

芸術表現行動学科 

ピア・サポーターの方の一年時の時間割や、去

年との時間割上変更点など、資料の提示。 

就職した卒業生や内定した４年生の話を聞く 

就職した卒業生や内定した４年生の話を聞く 

内定した４年生の話を聞く 

 

(7) 来年、あなたはサポーターをやってみたい（やってもいい）ですか？ 

  2009年度 2010年度 

 (a) はい   ９名   19名 

 (b) 頼まれればＯＫ   73名   88名 

 (c) あまり気乗りしない   35名   63名 

 (d) いや   70名   22名 

   （無回答）   ３名   ３名 
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（アンケートの質問項目） 

2010年度ピアサポートプログラム 新入生アンケート 

                      学科名            

(1) あなたがサポーター（上級生）から受けたピアサポートの回数や内容をできるだけ詳しく教えて

ください。 

【メールでのやりとり】 

       (a) ０回   (b) １～２回   (c) ３～４回   (d) ５回以上 

【サポーターと実際に顔を合わせて相談】 

       (a) ０回   (b) １～２回   (c) ３～４回   (d) ５回以上 

【4/16夕方の懇親会】     (a) 参加した   (b) 参加しなかった 

【その他：活動内容を具体的にお書きください】 

(2) ピアサポートプログラムは役に立ちましたか？（○をつけてください） 

  (a) とても役に立った   (b) 少し役に立った   (c) どちらともいえない 

  (d) あまり役に立たなかった   (e) 全く役に立たなかった 

  (f) サポートを全く受けなかった 

(3) 来年以降もこのサポートプログラムを実施した方がいいと思いますか？ 

  (a) 是非実施すべき     (b) 実施した方がよい 

  (c) どちらともいえない   (d) 実施しなくてよい 

  （(d)を選んだ場合のみ、その理由：                        ） 

(4) ４月からのピアサポートで、役に立ったことや良かったことはなんですか。自由にお書きくださ

い。 

(5) 現在のピアサポートの足らないところ、改善して欲しい点などを自由にお書きください。 

(6) ピアサポートプログラムの中で、これからやって欲しいイベントや企画などのアイデアを、思い

つく範囲でご提案ください。（例えば、進学志望先の上級生との懇談、就職した卒業生or内定した４

年生に話を聞く、等） 

(7) 来年、あなたはサポーターをやってみたい（やってもいい）ですか？ 

  (a) はい   (b) 頼まれればＯＫ   (c) あまり気乗りしない   (d) いや 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 理 学 部 
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Ⅱ 理学部 

理学部の学生支援の現状 

教 授 吉 田 裕 亮 

 

 平成16年度より理学部の各学科に、学生支援担当教員を配置し、必要に応じて会合し、

各学科での学生支援活動の情報交換を図る体制を整えた。ここでは、平成21年度、平成22

年度の理学部各学科での学生支援の取り組みの現状を取り纏めることにより、今後の学生

支援に資すことにしたい。 

 

 理学部の全学科が全学共通の体制である学年担当教員の配置を行なっているのは、もち

ろんである。また、理系の特徴でもあるが、全学科で研究室体制を取っているため、４年

生以上の学年に対しては、指導教員による学生支援はもちろんのこと、上級生から下級生、

あるいは同級生の間での学生相互の、いわゆるピアサポートも実質的に従前から行なわれ

ている。最近では３年生以下の学年に対しても各学科での独自の修学および大学生活に関

する学生支援の取り組みが見られるようになってきた。このような現状や新たな取り組み

を報告書としてまとめることにより、学科間で参考とし、今後の学生支援活動の充実を図

りたい。 

 

 以下に、理学部５学科（数学科、物理学科、化学科、生物学科、情報科学科）での学生

支援の体制と具体的な取り組みに大別してまとめた。 
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理学部・数学科における学生支援の現状 

教 授 横 川 光 司 

 

１）学生支援体制 

● 学年担当教員 

 学年担当教員制であるが、各学年に教員を補導教員として１人づつ割り振り、その学年

の言わば担任の役割を果たしている。補導教員は１年任期である、学生側から見て、なる

べく多くの教員を補導教員と出来るように毎年割り振りを変更している。また、就職・卒

業の年である４年生に対しては、学科長が補導教員を担当することになっている。 

 

● スーパーヴァイザー制 

 数学科では1998年度からスーパーヴァイザー制を導入した。この制度は、１年生から３

年生までの各学年において、学生２人づつに１人の教員をスーパーヴァイザーとして割り

振って、きめの細かい支援を行うものである。（各学生に対するスーパーヴァイザーは入学

式の日に発表され、３年間変わらない。また、学年の人数によっては、例外的に１人の教

員に３人の学生が付くことがある。）４年生になれば、学生は数人づつに分かれてそれぞれ

１人の教員を指導教員として、きめ細かな指導を受けることになるが、入学から４年生に

なるまでの間は、補導教員の存在だけでは、４年生に対して指導教員が行うような学生支

援は受けられない。そこで考えたのが、このスーパーヴァイザー制である。スーパーヴァ

イザーとしてどのような学生支援を行うかは、各教員に任されており、何か問題が起きた

ときに適切な対応をするほか、例えば、各種相談に応じたり、学生の要望に応じて自主ゼ

ミの支援をしたりしている。これは少人数教育の利点をフルに活かしたものといえる。 

 

２）学生支援行事 

● 新入生懇談会（４月） 

 ４月の入学式後に、新１年生、編入学生および教員との顔合わせ、学生による自己紹介

および教員からの自己紹介および学生生活へのアドバイス等を行っている。 

 

● 新入生セミナー（４月） 

 ここでは、入学して間もない１年生に対して、新入生どうし、そして新入生と教員や上

級生との親睦をはかり、また、大学での学習についてや授業履修上の注意点等について伝
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え、以後の大学生活への不安を軽減する努力をしている。 

 

● ３、４年合同親睦会（11月） 

 ３・４年生向けには、毎年秋に懇談会を開いている。懇談会は、４年生から３年生へ、

就職活動のこと、大学院進学のこと、４年生が行っている各ゼミの様子などを伝える場に

なっている。また、毎回ゲストとして、大学院生と卒業生の何人かに来てもらい、講演会

を行ったり、進学後の状況、就職後の状況について３・４年生に話をしてもらい、今後の

参考にしてもらっている。 
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理学部・物理学科における学生支援の現状 

教 授 出 口 哲 生 

 

１）学生支援体制 

● 学年担当教員および就職担当 

 物理学科の公式の学生支援システムは、本学が採用している補導教員（学年担当）のシ

ステムである。１年生から３年生までは担当教員の持ち上がり、４年生は就職係が担当し

ている。学年担当教員は学生の学習や大学生活上の問題についての相談相手になっている。

担当教員は、入学式後の物理学科ガイダンスで周知させているが、必ずしも学年担当でな

い教員にも気軽に話をしに行ってもよいことを同時に周知させている。 

 

● 学生支援ティーチングアシスタント 

 全学共通と同様の体制を敷いている。 

 

２）学生支援行事 

● 新入生セミナー 

 ４年間に履修するカリキュラムについての解説と専門科目間のつながりについて解説を

行っている。国立女性教育会館へバスに乗って行き、一泊二日の日程で実施した。 

 

● 在来生合宿研修セミナー 

 10月下旬２泊３日で、「草津セミナーハウス」で研修を行っている。主に物性関係の院生

（修士）の研修であるが、４年生も随時参加してきている。 

 

● ３年生の研究室配属指導 

 ３年生の物理学特別講義Ｖ（選択、２単位）では、数名づつの学生を研究室に配属して

いる。この科目の目的は、早い時期に研究室での研究の様子を眺めさせ、簡単な研究課題

を進める事によって、卒業研究への展望の材料にするとともに、就職活動の際の面接等に

も役立てるためである。教室とは異なるコミュニケーションがとれるので、学習だけでな

く大学生活に関する問題に関してもよい効果が出ている。 
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● ４年生の卒業研究 

 ４年生は卒業研究のために数名ずつ各研究室へ配属される。発表に向けて課題に真剣に

取り組む事で、はじめて、物理の面白さに目覚める学生が多い。レポートを書く段階で、

文章の教育、プレゼンテーションのやり方等、講義では出来ない教育がなされている。教

員のみでなく研究室のすべての構成員とのコミュニケーションがあるので、大学生活上の

問題についても、自然な形で解決の糸口がつかめているように思われる。 
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理学部・化学科における学生支援の現状 

准教授 森   義 仁 

 

１）学生支援体制 

 化学科では、学生支援として、様々な相談に対応することに加えて、大学がただ勉強を

する場所だけではなく、教員と、在籍する先輩と、または社会に出た先輩たちとの交流を

持つ機会をなるべく多く準備した。その平成２１－２２年度の実施項目について以下に記

す。 

 

● スーパーバイザー制度 

 各学年の担当教員については、１年生から３年生までは２名の教員が担当し、４年生は、

卒業研究を指導する教員を考慮し、学年担当としては学科主任が担当した。また、化学科

では、一名の教員が、１年生から３年生までの、それぞれの学年については、１名ないし

は３名の学生に対して、スーパーバイザーという役目を担当した。学生からみれば、学年

担当教員２名また、スーパーバイザー１名と、３名の教員が、様々な相談の担当した。学

年担当とスーパーバイザーのその役目には差を設けなかった。学生が学年担当もしくはス

ーパーバイザーとの相談の時間を特に設定せず、随時、直接面談または電子メールで相談

できるようにした。スーパーバイザーと学生の会合として学科は年２回の機会を設けた。

一回目は、春の新入生歓迎会。二回目は秋の化学科研修会のプログラムの中に会合を設け

た。 

 

２）学生支援行事 

● 新入生研修 

 毎年入学式直後に実施される理学部と生活科学部の新入生１泊研修においては、引率教

員に加えて、その春修士課程一年生になったばかりの、学生に参加してもらい、そのほと

んどの時間を、その学生たちが中心になり、４年間の授業の履修方法について、先輩たち

の経験談を聞き、アドバイスを受けつつ、１年目の時間割を作成する作業をした。教員か

らは、一研究室スライド１枚ないし３枚程度の資料により、研究室紹介を行った。 

 

● 新入生歓迎会 

 春の行事として新入生歓迎会を実施した。この行事は２年生が、学年担当と相談しなが
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ら企画・実施するもので、同日、新入生歓迎会の前に、修士２年生の中間報告をポスター

発表形式で行うことにしており、先輩たちの話から、学科の各研究室の研究内容に触れる

機会を持てるようにした。またこの会の後半にはスーパーバイザーグループの意見交換会

を行い、そこでは、スーパーバイザーの教員と学生の出会いだけでなく、低学年の学生が

高学年の先輩たちと繋がりが持てるようにし、その後、何か相談事があるときには、上級

生に相談しやすい雰囲気を作るようにした。 

 

● 修士二年生中間報告会 

 修士二年生が、春に中間報告会として、ポスター発表形式で自身の研究を報告する機会

を設けた。準備は修士一年生が大学院教務係担当の教員と相談しながら行った。大学院生

の研究報告ではあるが、学部生にとっては、この機会は、研究室の研究の内容に触れるこ

とのできる一つの機会となった。 

 

● 化学科研修会 

 秋には一日または１泊２日の化学科研修会を実施した。そのプログラムの内容の一つは、

化学科ＯＧの講演会で、仕事の内容や自身の学生時代の話と、学生たちへのアドバイスな

どを含めた話を準備してもらった。招へいする方の職業も、特に、研究者に限らず、企業

技術者や高校教員など、毎年、幅広い分野から来て頂けるようにした。一日の場合には、

昼食時、または１泊２日の場合には夕食時に、スーパーバイザーグループの意見交換会を

した。スーパーバイザーグループの意見交換会は、春の新入生歓迎会に続いて２回目とな

るが、秋の、この会には、１年生から４年生の学生が集まっているので、春の参加者構成

から見れた、拡大版となった。研修会では、ＯＧの講演会とスーパーバイザーグループ意

見交換会に併せて、研究室紹介をポスター発表形式で行い、教員だけでなく、卒業研究生

や院生も参加しているので、低学年の学生は、様々な質問をすることができた。 

 

● 化学科講演会 

 化学科の教員との共同研究で国内外から来ている研究者、または、他の用件で東京に滞

在する研究者を、お呼びして、学部生が、研究最先端の話題に触れることができる機会を

用意した。 

 

● 化学科ＯＧ企業説明会 

 化学科ＯＧによる企業説明会を不定期に実施した。企業に職を持つことなる卒業生の数

は少なくはない。企業で働くその体験談は、企業に職を持とうとするものにとり、有益な

情報となるはずで、ＯＧからの申し出または、教員からの依頼により、ＯＧ企業説明会を

実施した。 
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● インターンシップおよび留学報告会 

 公的研究機関でのインターンシップや協定校への留学生は学内ではその制度が整ってい

るが、化学科では、その制度を利用し、インターンシップや留学を経験した先輩たちの体

験談を、下級生が聞く機会を、化学科研修会などの行事の中に盛り込んだ。インターンシ

ップや留学より、ただ、知識や技術を体得したことだけでなく、そのような経験を通じて、

自身の将来設計に対する考えかたが大きく変わったことを聞くよい機会となった。 
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理学部・生物学科における学生支援の現状 

教 授 千 葉 和 義 

 

１）学生支援体制 

● 学年担当教員 

 １年次から４年次まで一貫して一人の教員（担任）が持ち上がりで担当し、各学生の状

況を把握し、学習や大学生活における指導を行っている。 

 

● 学生相談員 

 女性教員である西川（助手）が学生相談員として、学習や大学生活に関する相談にのっ

ている。 

 

● 学生支援ティーチングアシスタント 

 博士前期課程の大学院生が学生支援のＴＡを行っている。新入生セミナーに同伴し、時

間割の立て方、学生生活の相談にのっている。 

 

２）学生支援行事 

● 新入生懇談会 

 ４月の入学式後に、新１年生と編入学生を集め、生物学科の全教員との顔合わせの場を

持つ。学生による自己紹介、教員からの自己紹介および学生生活へのアドバイス等を行う。 

 

● 新入生セミナー 

 国立女性会館で、１泊２日の新入生セミナーを行い、学習や大学生活に関する心構えを

教えている。新入生はＴＡの支援を受けながら時間割を作成する。教員やＴＡは、大学生

活の様々な相談にものっている。新入生同士の親睦を深める大変良い機会にもなっている。 

 

● 学生懇親会 

 11月には生物学科の４年生が手作りの料理により、１、２、３年生をもてなす懇親会が

ある。３年生にとっては卒業研究配属を直前に控え、先輩から研究室の情報を聞く良い機

会となっている。 
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● 卒業研究 

 各研究室に、１～３名の４年生が所属する。学生は毎日研究室に滞在し、各自の研究課

題に取り組む。研究室のゼミでは、英語の論文等を読んで紹介し、質疑応答を通してその

指導を受ける。２月の卒研発表に向けて真剣に研究に取り組むことによって、初めて生物

学の面白さに目覚める学生も多い。研究室の構成員とのコミュニケーションを通じて、日

常的に、大学生活や進路選択の支援を受けることができる。 

 

３）その他 

 １年生後期から学生実験が始まる。実験の合間や終了後には、担当の教員とＴＡ（院生）

と気軽に話せる雰囲気があり、学習や将来の進路に関する相談をする学生も多い。千葉県

の館山市にある湾岸生物教育研究センターでは、宿泊を伴う実習を行っており、学生同士

や教員と学生の交流を深める機会にもなっている。全教員が常時、研究室等で学生からの

相談を受け付けている。 

 

 



― 39 ― 

理学部・情報科学科における学生支援の現状 

教 授 吉 田 裕 亮 

 

１）学生支援体制 

● 学年担当 

 各担当教員は、担当学年の学生の状況を出来る限り把握し、学習や大学生活上の問題に

ついての、主な相談相手になっている。特に、１年生の担当教員は大学生活のスタートで、

何かと不安を持つ学生やつまづきかける学生が他の学年よりも多いため、より多く１年生

に接する機会がある１年生への必修科目担当の教員を配置するように配慮している。 

 

● 就職担当教員 

 情報科学科では就職担当の教員を配置して学生の就職への支援を強化している。就職担

当教員は学科への求人会社との窓口であると同時に就職希望の学生の就職へのアドバイザ

ーとしての重要な役割りを果たしている。企業からの面談の積極的な受入れを行い、学生

の社会進出の支援を行っている。平成22年度からは情報科学科では、就職担当教員を２名

体制にすることにより、今まで以上に細かな対応ができるように努めている。 

 

 

２）学生支援行事 

● 入学式後の懇談会および新入生セミナー 

 入学式後に、学生による自己紹介および教員からの自己紹介および学生生活へのアドバ

イス等を行っている。また、後日の１泊２日の新入生セミナーにおいては随伴の教員のみ

ならず、上級生も同行し新入生の学習や大学生活に対する説明を行っている。特に、ここ

では学科のカリキュラムの説明と共に履修指導を行っている。同行学生からは大学におけ

る勉学の方法、さらには、各研究室での研究・教育の紹介も行う。また、１泊２日ながら

寝食を共にすることにより、新入生同士の親睦を深める重要な機会にもなっている。 

 

● 在来生合宿研修 

 毎年、情報科学科の３年生に向け進路ガイダンスとしての１泊２日の合宿研修をおこな

っている。３年生ならびに教員は原則全員参加で、さらに各研究室より学生を同行し３年

生への各教員の研究室紹介も行っている。 
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 平成21年度ならびに平成22年度と２年連続で八王子にある大学セミナーハウスにて行っ

た。プログラムとしては４年生以上の学生が中心となり３年生に向けて卒業研究のための

研究室紹介および研究の概説を行った。また、学科長からは大学院進学ガイダンス、就職

担当教員からは学科としての就職ガイダンスも行った。更に、懇親会では個別に上級生が

進学・就職の体験談、研究室での研究の進め方など３年生の進路に関しての有益なアドバ

イスや学生どうしの活発な情報交換が行われた。 

 毎年、３年生からの意見によれば、非常に有益な行事であるとの結果を得ている。３年

生どうしならびに上級生との更なる親睦も深まり、学生間の相互支援としての大きな成果

を得ている。 

 学科内では他に様々ある学生支援関連行事の中でも、最も効果的かつ充実した内容の支

援体制ではないかと思われる。 

 

Ｈ22年度 在来生合宿研修（ガイダンス） Ｈ21年度 在来生合宿研修（研究室紹介）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 生活科学部 
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Ⅲ 生活科学部 

生活科学部ピアサポートの取り組みと成果 

教 授 高 濱 裕 子 

（平成22年度 生活科学部ピアサポート委員会委員長） 

 

 生活科学部におけるピアサポートの取り組みは、平成16年度から始まった。したがって、

平成22年度で７年目を迎えたことになる。これまでの経緯を振り返ると、「新規の取り組み

というより、各学科・講座が従来からおこなってきた活動や行事をピアサポートの理念に

則って整序した」ものである（前委員長藤崎教授，2009)注と考えることが適切であろう。

また実際にも、このような共通理解のもとで、各学科・講座の活動や行事が継続され、定

着化し、学生間では先輩から後輩へと知識や経験が受け継がれてきていると思われる。教

員の側でもそのような理解が深化してきている。 

注．「ピアサポート・プログラム報告書 第３号」pp.31-33 

 

１．平成21年度の活動 

 平成21年度は、20年度からの継続メンバー１名、新たなメンバー４名でスタートした。

第１回委員会が７月８日に開催された。久保田学部長にも出席していただき、昨年度まで

のピアサポートの活動について簡単な紹介と確認とが行われた。次いで今年度の活動内容

について協議した。 

 21年度は報告書を作成しない年であるため、委員会ＨＰの更新をすることとした。また

学生実行委員会交流会を10月７日(水)に開催することを決定した。そのための予算は、教

授会で教員にカンパを募ることを確認した。その他の活動内容については、平成22年度と

ほぼ同じであるためここでは省略した。 

 21年度の学生実行委員会交流会の出席者は30名であった。交流会の場で、学生にはアン

ケートに回答してもらった。交流会終了後、教員委員による第２回委員会が開催された。 

 

 平成21年度の委員会構成メンバーは次の通りであった。 

    委員長：藤崎宏子 

    委 員：平田亜古（食物栄養学科）、元岡展久（人間・環境科学科）、小玉亮子（発

達臨床心理学講座）、永瀬伸子（生活社会科学講座）、徳井淑子（生活文

化学講座） 
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２．平成22年度の活動 

 平成22年度は、21年度からの継続メンバーが２名、新たなメンバーが３名でスタートし

た。そして、第１回委員会が５月25日に開催された。杉田学部長、前委員長藤崎宏子教授

にも出席していただき、昨年度までのピアサポートの活動について簡単な紹介と確認とが

行われた。次いで今年度の活動内容について協議した。 

 今年度は、隔年で作成している報告書の作成年度にあたること（第４号）、学生実行委員

会交流会を実施すること（７月頃）、日常的な活動は各学科・講座がそれぞれ独自に実施し、

時々情報交換をすること、全学ピアサポート連絡会議の開催予定などについて確認した。 

また、学生実行委員会交流会を、７月16日(金)に開催することを決定した。そのための予

算は教授会で教員にカンパを募ること、共有の備品であるデジタルカメラは委員長の所属

する発達臨床心理学講座の講座研に保管することを確認した。 

 学生実行委員会交流会の内容や参加人数の把握、役割分担などについては、メールによ

る会議で進めることとした。 

 ７月16日(金)に開催された学生実行委員会交流会には、教員は学部長及び教員委員全員、

学生は26名が出席した。交流会の前半では、最初に杉田学部長からピアサポートの意義に

ついてお話があった。その後、各学科・講座の取り組みについて学生委員から発表があり、

質疑応答もなされた。交流会の後半は、各学科・講座の学生委員が交じり合って着席し、

軽食や飲み物をいただきながら歓談した。終始和やかな雰囲気にうちに交流会が進行した。

最後に、その場で学生にはアンケートに回答してもらった。交流会終了後、教員の委員に

よる第２回委員会が開催された。 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年７月16日(金)生活科学部ピアサポート学生実行委員会交流会 
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 平成22年度の委員会構成メンバーは次の通りであった。 

    委員長：高濱裕子 

    委 員：鈴木恵美子（食物栄養学科）、元岡展久（人間・環境科学科）、高濱裕子

（発達臨床心理学講座）、永瀬伸子（生活社会科学講座）、宮内貴久（生

活文化学講座） 

 

 学生実行委員会交流会参加者に実施したアンケートの回答結果を報告しておきたい。質

問項目は、①本日の学生実行委員交流会で、今後学科・講座の活動に取り組んでいく際に

有意義な情報を得られたかどうかについて、②ピアサポート実行委員としての活動、ある

いは今後の活動について困ったことや問題と感じる点、必要な支援について、③学部の学

生実行委員会交流会の持ち方についての意見や感想についてであった。回答結果は個別の

意見を活かしつつ整理した（類似の回答内容についてはまとめてある）。 

 

 (1) 学生実行委員会交流会についての意見や感想 

○他学科が、学科内の交流を深め、お互いに情報交換をしている様子がよくわかった。 

○定期的な交流会を開いている学科・講座の様子が参考になった。 

○履修するとよい授業や県人寮に関する情報が得られてよかった。 

○家庭科の教職について、いろいろと教えてもらってよかった。 

○１年生から４年生まで、もっと情報を伝えあえるように工夫したい。 

○企画の立て方、運営の仕方など、具体的な実践方法（例：バーべキュー）について非常

に参考になる話を聞けた。 

 

 (2) ピアサポート実行委員としての活動（今後の活動）について困ったことや問題と感

じる点、必要な支援 

○もっと先輩から話を聞きたいと感じていたが、なかなかそのような機会を作ることがで

きなかった。毎年恒例となるような学年を超えた交流ができたらと思う。 

○活動に必要な費用や場所があればよいと思う。 

○自主的に学生が企画するべきなのかもしれないが、教員が企画にかかわってくれると参

加しやすくなると思う。例えば、学年担当の教員などが企画に参加してほしい。 

○学生間の連絡が取りにくい。また各学年のあいている時間を調整するのが難しい。 

○活動に参加してくれる学生が３年生や４年生になると少なくなってしまうので、工夫が

必要だ。 
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 (3) 学部の学生実行委員会交流会の持ち方についての意見や感想 

○各学科・講座を超えて、先輩や後輩と交流をもてることが新鮮でよかった。 

○各学科・講座の個性が出ていて、とても参考になった。 

○余裕があれば年に２回ぐらいあると、１回よりは参加しやすいかもしれない。 

○試験やレポートの提出にかかるため、この時期は避けた方がよいと思う。 

 

３．反省及び今度の課題 

 活動やイベントを行うための財源確保は、引き続き大きな検討課題であることに変わり

はない。また、ピアサポートの活動に意義を認める学生委員は多いが、学生の関心と熱意

には温度差があるようだ。学生の自主性を尊重しつつ、教員の支援についても検討してゆ

きたい。 
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食物栄養学科ピアサポート報告 

教 授 鈴 木 恵美子（2010年度） 

准教授 平 田 亜 古（2009年度） 

 

 食物栄養学科は、管理栄養士養成施設であるため他学科と比べて履修単位数も多く、授

業も大変ですが、充実した学生生活を送っています。ここでは2010年度の活動を中心に、

本学科のピアサポート活動を紹介します。 

 

新入生セミナーと在来生セミナー 

 新入生を対象とした新入生セミナーを４月に、９月には在来生セミナーを実施していま

す。新入生セミナーでは、新入生同士の親睦を深めるとともに学科の説明、履修の指導を

行っています。セミナーには上級生も同行していて、学生生活などについて相談にのって

います。 

 在来生セミナーは、学生と教員との親睦を目的に行っています。2010年度は国立中央青

少年交流の家で行いました。参加学生と教員と一緒にスポーツやゲームを楽しみ、バーベ

キューも行い交流をはかり、さらに懇親会では進学・就職などについても話し合いました。 

 

徽音祭での「ときわじるこ」 

 徽音祭に毎年食物栄養学科はお汁粉「ときわじるこ」の模擬店を出しています。「ときわ

じるこ」のレシピは学科に代々引き継がれているものです。２年生が調理方法などを指導

し、１年生と２年生が共同で行っています。 

 

学生サークル「Ochas」 

 学生サークルOchas（オチャス）は食物栄養学科の学生を中心とした食と栄養に関する公

認サークルで、学年をまたがった活動は、実質的にピアサポートの役割を果たすものとい

えます。Ochasは様々な活動を行っています。 

 食育プロジェクトによる食育シンポジウム（2010年１月）では、Ochasが行ってきた活動

内容を展示して、多くの方に活動を知ってもらうことができました。「大学は美味しいフェ

ア（2010年６月）」「フードテック2010（2010年９月）」などに出展しました。「キッズイン

ザキッチン 食育ファミリーイベント（2010年10月）」に参加し、このことが毎日新聞（2010
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年10月）で紹介されました。 

 Ochasナーサリーチームはお茶の水女子大学付属いずみナーサリーで毎週水曜日に子供

のおやつ作りを担当し、保護者へのおやつ通信を作成しています。 

 2009年度にはOchas スイーツチームがお茶の水女子大学のお土産「ときわこまち」「まか

ろじぇんぬ」を企画・開発しました。学生がレシピの開発から製造委託業者との交渉等を

協力して行いました。Ochasが開発したスイーツは、Ochasのスープとともに徽音祭で販売

され、好評でした。Ochasのスイーツは入学式や卒業式でも販売しました。 

 

 この他に、毎年、食物栄養学科では「４年生を送る会」を卒業論文発表会の後に３年生

が企画し、送る会での料理は手作りして行っています。また、３年生の企画により、４年

生と博士前期課程の２年生から進学や就職などについての話を聞く会が開催され、多くの

学生が参加しました。食物栄養学科ではこのように学生間の交流が盛んに行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010年度在来生セミナー（2010年９月22日－23日） 
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人間・環境科学科 2009～2010年度のピアサポート活動報告 

准教授 元 岡 展 久 

 

１．人間・環境科学科における2009年度、2010年度のピアサポート活動の概要 

2009年４月24日 第８回 Tea Hours 

2009年５月18日 新歓ＢＢＱ、第９回 Tea Hours 

2009年７月28日 第２回 ＯＧ講義（３名のＯＧの講義） 

 第10回 Tea Hours ＯＧとの懇談 

2009年９月28～29日 ３年次逗子研修（１泊２日） 

2009年11月20日 第３回 ＯＧ講義（３名のＯＧの講義） 

 第11回 Tea Hours ＯＧとの懇談 

2010年２月12日 第12回 Tea Hours 

2010年４月23日 第13回 Tea Hours 

2010年５月31日 新歓ＢＢＱ 第14回 Tea Hours 

2010年７月30日 第４回 ＯＧ講義（４名のＯＧの講義） 

 第15回 Tea Hours ＯＧとの懇談 

2009年９月29～30日 ３年次逗子研修（１泊２日） 

2010年10月８日 第16回 Tea Hours   履修，就活，学生生活など 

2010年11月26日 第５回 ＯＧ講義（４名のＯＧの講義） 

 第17回 Tea Hours ＯＧとの懇談 

2011年２月14日 第18回 Tea Hours 

 

２．新入生オリエンテーション 

 本学科では、例年、新入生を対象に入学時オリエンテーションを行っている。2009年度、

2010年度は、独立行政法人国立女性教育会館（埼玉県比企郡）において、１泊２日の日程

で開催された。オリエンテーションでは、学科教員から一般的な学習説明・生活指導が行

われるが、加えて上級生（２年生）によるより具体的な追加説明が行われる。大学での科

目履修は高校と比較すると自由度が高く、戸惑う姿も見受けられるが、先輩たちの暖かい

指導により、各人の興味や進む分野を徐々に見いだしていくようである。 
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３．新入生歓迎ＢＢＱパーティ 

 ゴールデンウィークをすぎ大

学生活がやや落ち着き始めた頃、

人間・環境科学科では、新入生

の歓迎ＢＢＱパーティを開催し

ている。ここ数年は、平日の夕

方、講義の終了後、総合研究棟

前の広場で実施している。２年

生のピアサポート委員が企画、

準備にかかわっている。学部生

のみならず、大学院生も参加す

るため、学年を超えた親睦を深

めることができる。 

 

４．３年次逗子研修 

 卒業研究や就職活動を間近に控えた３年生を対象に、９月末、１泊２日で研修を行って

いる。ここ数年は、初日に鎌倉付近を散策した後、逗子市の宿泊施設にして研修を実施し

ている。例年、３年生のほぼ全員が参加している。参加費用は、大学の補助もあり、一人

当たり3000円程度となっている。研修後のアンケートでは、おおむね満足との回答がえら

れており、今後も継続の予定である。特に研修で話し合われた内容は、教員からの各研究

室の具体的な説明、４年次の卒業研究のスケジュール、大学院の説明、就職活動について、

卒業後のキャリアについてなどであった。 

 

５．Tea Hours 

 学科独自の取り組みとして、

2007年度よりTea Hoursと称する

教員と学生間の学科懇親会を行っ

ている。これまで年４回ほど実施

してきた。特定の学年を対象とせ

ず、全学年が参加する。学年進行

に応じ、履修や進路計画、留学案

内、大学院案内などの支援を行う。

2009年度は第８～12回、2010年度

は第13回～18回のTea Hoursを行
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った。各回のテーマ（議題）は、学生の意見を聞きながら概略を決め、それに基づいた発

表や話し合いも企画されるが、そのテーマに縛られることなく自由な話題で毎回もりあが

っている。開催の時間帯は、平日夕方、１時間程度。出入りは自由。気楽で参加しやすい

雰囲気で開催している。なお、茶菓子代に関しては、教員一人あたり500円の支払いで運営

している。多い回で40～50名、少ないときでも20～30名が出席している。 

2009年４月24日 第８回 Tea Hours（留学報告、インターンシップ、大学院オープンキャ

ンパス、３年次研修についての案内） 

2009年５月18日 第９回 Tea Hours（ＢＢＱ、学年間の交流、学生生活相談） 

2009年７月28日 第10回 Tea Hours（ＯＧとの懇談） 

2009年11月20日 第11回 Tea Hours（ＯＧとの懇談） 

2010年２月12日 第12回 Tea Hours（卒業論文発表会講評会のあと、懇親会） 

2010年４月23日 第13回 Tea Hours（新年度各担任からのメッセージ、インターンシップ、

大学院オープンキャンパス、３年次研修についての案内） 

2010年５月31日 第14回 Tea Hours（ＢＢＱ、学年間の交流、学生生活相談） 

2010年７月30日 第15回 Tea Hours（ＯＧとの懇談） 

2010年10月８日 第16回 Tea Hours（履修、就活、学生生活など） 

2010年11月26日 第17回 Tea Hours（ＯＧとの懇談） 

2011年２月14日 第18回 Tea Hours 

 

６．ＯＧ講義 

 2009年１月より、本学科（および生活工学講座）卒業生で、各界で活躍しているＯＧを

お呼びし、学生に対して、就職や仕事のこと、学生時代のことをお話ししていただく講義

をおこなっている。2009年度は第２回、３回、2009年度は第２回、３回のＯＧ講義をおこ

なった。毎回、３～４人程度、分野、年齢の異なる卒業生に講師としてきていただき、一

人１時間程度お話いただいている。毎回１～４年生の参加学生から、活発な質疑がだされ、

学生は就職や進学について具体的なアドバイスや経験談を聞くことができる。キャリアの

モデルとなるＯＧの有意義な経験談に加え、参加学生の熱意もあり、毎回、学生の満足度

の高い講義となっている。 

 

７．学生ピアサポート委員と教員の連携 

 各学年２～３名の学生がピアサポート委員となっている。その学生が１年生から４年生

までうけもっている。教員と連絡を取りながら、Tea HoursやＢＢＱの企画や準備などに関

わっている。５月におこなう新入生歓迎バーベキュー（企画２、３年生および教員）のほ

か、２～３ヶ月に１回、Tea Hoursという懇談会の準備企画などの補助をおこなう。教員は、

随時、学生からの希望や意見を聞いたりアンケートをとったりし、企画に反映させている。 
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発達臨床心理学講座のピアサポート活動実施報告 

教 授 高 濱 裕 子 

 

１．発達臨床心理学講座のピアサポート活動の基本的枠組み 

 発達臨床心理学講座の青木准教授（2009)注は、本講座のピアサポート活動の枠組みを３

点にまとめている。基本的にはそれらを踏襲しつつ、この２年間の状況を整理すると次の

ようになるだろう。 

① 新入生に対するオリエンテーション合宿 

 この合宿は、教員や先輩から学生生活の情報をえること、履修計画を立てる際に必要な

アドバイスなどをえること、同学年同士の交流などが大きな目的である。すなわち、大学

生活を適応的にスタートさせるうえでのサポートを意図している。毎年４月に実施され、

同行する教員は学年担任である。その教員が卒業まで一貫してフォローすることとなる。 

② ３年生に対する発達臨床心理学講座独自の合宿 

 この合宿ではゼミ紹介を行い、卒業論文や進路（進学、就職）などを視野に入れた大学

生活へのアドバイスを具体的に行うことが目的である。毎年４月か５月に、１泊２日の合

宿として実施されている。本講座の全ての教員が参加する。先輩、大学院生、そして教員

とのコミュニケーションが深められると好評である。 

③ 学生同士の運営によるピアサポート 

 学生のピアサポート交流委員による自主企画による交流である。 

 

 平成21年度と平成22年度においても、基本的にはこの枠組みに沿って活動が行われた。

この２年間の活動の概略を、③学生同士の運営によるピアサポート活動を中心にして紹介

してみよう。 

 

２．平成21年度ピアサポート活動内容 

 企画や運営は２年生の委員が主体となって行った。 

① 懇親会（不定期）：数か月に一度、全学年向けの講座懇親会を催した。特に前半は新入

生が大学に慣れ、上級生と交流を持つという機能を果たした。スケジュール上も、主と

して１年生や２年生が参加する傾向があった。 

② ゼミ説明会（12月）：２年生が３年次にむけて、３年生の先輩に各ゼミ紹介を依頼する

会であった。参加は２年生と３年生であった。 
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③ 進路懇親会（不定期）：企業、公務員、教員、大学院について、４年生の先輩に体験談

紹介を依頼する会であった。４回開催するのが通例であったが、去年は就職氷河期のた

め１回分を断念した。参加は２年生、３年生、４年生のみであった。 

 

 全体を通して、通常の懇親会には下級生、進路関係には上級生が主に参加する傾向があ

った。 

◇ピアサポート委員 教 員 小玉亮子 

          １年生 池田晴香、七里彼愛、滝沢麻美 

          ２年生 竹島千日子、榎本恭子、齋藤みなみ 

          ３年生 北澤南海、外山佳美、安永優香 

          ４年生 長谷川沙織、伊川千晶、佐野祥子 

 

３．平成22年度ピアサポート活動内容 

 企画や運営は２年生の委員が主体となって行った。 

① １年生歓迎会（４月）：場所は本館１階の講義室で、参加者は１年生全員と２年生10

人であった。目的・内容は、自己紹介、発達臨床心理学講座についての説明などであっ

た。新入生が大学に慣れるために、また２年生は昨年度の経験にもとづいたアドバイス

を行い、大学生活への適応と上級生との交流を図るという機能を果たした。 

② 懇親会（８月）：場所を本学から熱海に移して行われた。日程は１泊２日で、参加者は

２年生13人であった。目的は、２年生同士の交流を図ることであった。 

③ 来年度ゼミ説明会についての話し合い（12月）：場所は本館127教室で、参加者は２年

生全員（27人）であった。目的・内容は、来年度のゼミ説明会の内容についての意見交

換を行った。 

④ クリスマスパーティー（12月）：場所は大塚かるた会館で、参加者は２年生13人であっ

た。目的は、２年生同士の交流を図ることであった。 

 

◇ピアサポート委員 教 員 高濱裕子 

          １年生 水谷友紀、藤田樹乃、鮑心怡 

          ２年生 池田晴香、七里彼愛、滝沢麻美、細田梨紗、松本綾子 

          ３年生 竹島千日子 

          ４年生 北澤南海、外山佳美、安永優香 
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４．２年間の活動の振り返りと課題 

 ピアサポート委員の学生から寄せられた改善点及び提案は、次の３点に集約された。 

 (1) 歓迎会（懇親会）については、１年生の入学後の早い時期に行うことの意義があげ

られた。内容に、時間割作成に関する相談を併せることによって参加しやすくなるこ

とが指摘された。また学年が進むと、上級生が多忙になって都合をつけ難くなること

も指摘されている。とはいえ、新入生歓迎会は上級生の参加率が比較的高いこともあ

り、ここでの参加者を増やすと、顔合わせを兼ねた交流が図れるだろうという意見も

あった。 

 (2) 同学年の交流に加えて、下級生や上級生との交流のあり方を工夫する必要がある。 

 (3) 進路関係の相談会では、上級生が多く、緊張して入室を躊躇した１年生もいたとい

う。１年時から進路に関心をもつことは極めて重要であり、下級生への積極的呼びか

けが必要であろう。 

注．「ピアサポート・プログラム報告書 第３号」pp.39-42 
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生活社会ピアサポート報告 

教 授 永 瀬 伸 子 

 

 生活社会のピアサポート委員会は年５回程度、全学年が集まる行事として以下のイベン

トを主催している。以下は2010年の日程であるが、2009年もほぼ同様の行事を行った。 

 ７月 新入生のための歓迎会 

 ７月 試験対策のための会 

 ９月 バーベキュー大会（2009年はかわりに12月にクリスマス会を行った） 

 10月 就職活動報告会と四年生との懇親会 

 １月 ゼミ選択相談会 

 バーベキュー大会は、今年３年生のピアサポート委員が発案し、整えてくれたものであ

る。人間環境の元岡先生にご指導いただき、器具も貸していただき、わきあいあいとした

会を実現できた。 

 以下では、学生委員から、ピアサポート活動についての感想を寄せてもらった。 

 

〈新入生のための歓迎会〉 

 ピアサポート主催の新入生歓迎会は７月２日17時より行われ、１年生22人、２年生６人、

３年生３人の31人と永瀬先生が参加して下さりました。最初に出身地やサークル所属など

の自己紹介を一人一人した後、お菓子や飲み物を囲みながらわきあいあいとした雰囲気で

の懇親会となりました。良かった点としては学年バラバラの席にしたため学年で固まるこ

となく交流が図れた点です。２、３年生の中にはサークル活動をしている方、寮などで一

人暮らしをしている方など様々なタイプの方がいたので、１年生にとって今後の大学生活

を送る際の意義ある話を聞けたことと思います。また、興味・関心に応じた授業の話から

恋愛話まで色々な話を学年という壁を超えてすることができました。 

 一方、課題としては昨年もそうでしたが、１年生の参加に比べ２・３年生の参加がやや

少なく感じたので、もう少し参加を促すことができればさらに広い交流が図れるのではな

いかと思います。（中山、川島） 

 

〈試験対策のための会〉 

 試験対策の会は、先輩の顔を知ることができるという点、初めての試験の雰囲気掴みが

できるという点において有効だと思う。少人数のため、横のつながりは密な一方、縦のつ
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ながりは薄くなってしまいがちだったが、試験対策の会は縦のつながりを作ることができ

た貴重な機会だった。お菓子を食べながらだったので、食事をしながらだと緊張がとけや

すくなるように、より親しくなれた気がする。試験についてだけでなく、試験以外の事も

聞けて良かった。三年生以上の方も参加してくださって、色々な学年の話が聞けたのが良

かった。開催時間が良かったため、次の予定を気にせず話すことが出来た。是非これから

も続けてほしい。（文責 １年生ピアサポート委員一同） 

 

〈バーベキュー大会〉 

 生社のピアサポート交流会は、学年が上になるほど参加者が減るという問題を抱えてい

ました。各回の内容に特色はあるけれども、新鮮さに欠けることが原因であると考えまし

た。学部のピアサポート委員交流会で人環からバーベキューについてお話を伺う機会があ

ったので、この原因を解消するために生社でも実践してみました。 

 以下、２点の成果を見ることができました。１つ目は、準備や当日の運営で、学年や委

員であるかどうかを超えて、参加者全員で協力したことです。２つ目は、委員くらいしか

交流会に参加しなかった３年生が９名参加したことです。しかし、内定式の日程と被って

しまったために４年生がいなかったことや、周知が遅れたために２年生の参加者が少なか

ったという問題がありました。先生方には、大変お世話になりました。来年からは、より

学生主体で企画ができるようにしていきたいと考えています。（文責：岡田有紀） 

 

〈就職活動報告会ののちの四年生との懇親会〉 

 就職活動報告会ののちの懇親会は10月20日に18時から本館306号室で行われました。四年

生はお忙しい中、報告会に12人、懇親会に８人参加して頂き、貴重なお話を伺うことがで

きました。良かった点は、昨年に比べ１・２年生の参加が格段に増えたことです。就活を

終えられて間もない４年生の方々の生の声やエピソードなどのお話を伺うことができ、

１・２年のうちから自分の将来や就職について深く考える機会になったのではないでしょ

うか。参加者に感想を伺ったところ「自分の興味や現時点での悩みを先輩方に個人的に質

問することができたのが良かった」という声がありました。来年も多くの１・２年生に参

加して頂きたいです。 

 課題点としては、４年生の方々のグループ分けが挙げられます。懇親会では４年生の方々

を４つのグループに分ける形式をとりましたが、グループを似た業種や職種ごとに分ける

べきかなどと試行錯誤し、やや手間取ってしまいました。来年は、事前に参加してくださ

る４年生との情報交換ができれば良いと思います。（中山） 
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 生活社会ピアサポート委員 

    ４年生 植木洋子、皆藤美成、鈴木 朝、平嶋由梨子、保科優希恵 

    ３年生 阿部結月、飯田 周、池山美里、岡田有紀 

    ２年生 打越理沙子 大沢美穂 川島文乃、中山知美 

    １年生 小林美歩、近藤芳香、幅 祥穂、馬場恵子、廣木菜穂美 

    教 員 永瀬伸子 
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生活文化学講座ピアサポート 

准教授 宮 内 貴 久 

 

 生活文化学講座では、本館321室を学生控え室として運用しており、学生はそこで食事を

したり、談笑あるいは学習するスペースとして利用している。そのため各学年の交流の場

となっている。 

 生活文化学講座では、毎年１年生が学園祭でファッションショーを行うことが恒例とな

っている。例年、１年生のみで企画・衣装の制作を行っていたが、今年は３年生が１年生

にコラボレーションしようと声をかけ、３年生10名と２年生５名も企画に加わった。７月

頃から本館321室で、昼休みなどにテーマを話し合ったり、ホワイトボードにテーマを書き

込んで検討し、ファツションショーのテーマを「四季」に決定した。夏休みに衣装を制作

し、９月に二回ほど衣装を持ち寄って話し合ったり、本番前にはウオーキングの練習を行

った。学園祭のファツションショーが目的であったが、１年生が２年生に教職について聞

いたり、２年生が３年生にゼミの事を質問するなど学年間の交流ができた事は大きな成果

であった。 

 10月には就職支援として就活を終えた４年生６名と３年生５名とで情報交換を行った。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 全学留学生 
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Ⅳ 全学留学生 

 

全学留学生のためのピアサポートの報告 

（2009年度、2010年度） 

教 授 加賀美 常美代 

 

１．グローバル教育センターのピアサポート 

 お茶の水女子大学グローバル教育センター（2001年度は留学生センター、2006年度から

は国際教育センター、2008年度からグローバル教育センターと改組された）で行っている

全学の留学生を対象とするピアサポートには、大学院生チューターによる留学生相談室と

国際交流グループＴＥＡの活動がある。 

 留学生支援は、大学コミュニティの中で留学生の自立を促し、留学目的を果たせるよう

に行う直接的、間接的援助である。文化的背景の異なる留学生支援は、日本人学生とは異

なり多様な側面も持つ。そのため、留学生に関連するさまざまな学内部署（保健管理セン

ター、学生相談室など）や指導教員、教職員、チューター、ボランティアが連携しあう必

要がある。とりわけ、先輩が後輩に助言などを行うメンターサポート、同輩同士が情報提

供などの援助を行うピアサポートの活用は重要である。特に、新入留学生が日本のことを

熟知する日本人学生や留学生の先輩から情報を受けることは、ピアサポートの重要な役割

である。４月と10月の新入留学生オリエンテーションの時には、留学生相談室チューター

はキャンパスツアーを、国際交流グループＴＥＡは新入生歓迎会（ウェルカムティパーテ

ィ）を実施している。 

 

２．大学院生チューターによる留学生相談室 

 30年近く伝統のある、留学生相談室は大学院生の運営により継続されてきた。2009年度

の運営は、大学院後期博士課程２年の朴エスターさんがチューター長となり、2010年度は

大学院後期博士課程１年の岡村佳代さんがチューター長となり、他に運営メンバー２名と

ともに相談室運営を進めてくれた。詳しいことは２人の報告を参照されたい（pp 55-pp 61）。

例年のとおり、年に２回、４月初旬、９月末の新旧メンバーの交代時期と新入生の受け入

れ時期にチューター長が中心となり、総会を開き、情報の共有、職務・役割確認、事例検

討などを行っている。教員は「留学生のサポートについて」というテーマで、留学生の危

機、留学生との関わり方、関わる際の注意事項、教員との連携などについて講義を行うと

ともに、事例検討会での助言を行っている。このように、総会はチューターが相談業務を
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スムーズに行うためのオリエンテーションと研修会の意味を持つ。また、2009年度、2010

年度も教員が新入チューターの個別面接を行い、チューター活動の動機を確認し、積極的

に関与してくれるチューターを採用するように努めると共に、資質の向上を促した。 

 相談室には、図書、パソコン、懇親会、整理美化、相談室統計、相談室便り発行など、

日常のレポートや論文の添削活動のほかに、相談室を円滑に運営させるためにさまざまな

役割があり、それをチューター各自が担うことで運営がスムーズに進んでいく。日常的に

メーリングリストがあり、連絡事項や情報交換が行われている。それを活用することで、

チューターが対応に困ったことに対し、即座にチューター長及びチューター同士で助言を

しあい、必要に応じて教員がコンサルテーションをすることもある。その際、３名の留学

生チューターの意見が留学生のニーズや気持ちを代弁してくれることがあり、非常に重要

な存在となっている。 

 詳しい情報は留学生相談室だより（13号、14号）を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．相談件数集計 

 表１と表２は、日々の活動の記録である、2009年度、2010年度の相談件数を挙げたもの

である。相談室は８月、３月は休室としているため、2009年度は２月末に、2010年度は12

月末に集計した相談件数である。2010年度は、2009年度に比べ利用率ははるかに高いもの

となった。ここに学生による学生の援助の効果を見て取れる。この表を見ても、大学院生

の利用者率が非常に高いものとなっていることが特徴的である。 
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表１ 2009年度（2009/04/07－2010/03）利用者合計 

 チューター室 控え室 ＰＣ 合計 

研 究 生   98  249  345  650 

博   士  151   17  361  506 

修   士  231  106  335  640 

文教育学部   31   66  111  200 

生活科学部   17   16   51   76 

理 学 部    3    2    7   11 

日 研 生  109   20  245  315 

交換留学生   46    8  186  212 

そ の 他   19   20   59   86 

不   明   27   40   79  143 

合  計  732  544 1779 2839 

 

表２ 2010年度（2010/04/07～2010/12/24日）利用者合計 

 チューター室 控え室 ＰＣ 合計 

研 究 生  256  335  770 1267 

博   士  168   95  354  588 

修   士  163  165  278  586 

文教育学部   25   47   67  133 

生活科学部   12   12   16   39 

理 学 部    0    0    3    3 

日 研 生   56    7  101  117 

交換留学生   91   53  228  325 

そ の 他   10    1   29   34 

不   明    8   21   37   66 

合  計  789  736 1883 3158 

 

４．国際学生宿舎メンターサポート 

 新入生受け入れに際し、宿舎で生活していく上で困ったときの先輩メンターとして、同

じ寮に居住する韓国、中国出身の大学院留学生３名にボランティアメンターになってもら

い、寮内での生活面での支援体制を強化した。2009年度の国際学生宿舎のメンターは、中

国は、張慧頴（Ｍ１）、夏素彦（Ｄ１）、韓国は朴エスター（Ｄ１）、チョナレ（Ｍ１）、2010
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年度は、中国は張慧頴（Ｍ２）、夏素彦（Ｄ２）、韓国は朴エスター（Ｄ２）、チョナレ（Ｍ

２）であった。相談内容については、近くの病院や買い物をするための店の紹介、通訳業

務など日常的情報提供がある。 

 

５．国際交流グループＴＥＡ 

 国際交流グループの活動については、2009年の運営は飯塚理恵さん（文教育学部３年）

が、2010年度は白井綾乃さん（文教育学部２年）が代表となり、副代表やメンバーととも

に活動を進めてくれた。詳しいことは報告を参照されたい（pp 62-pp 67）。第８回、第９

回の「留学生と日本人学生の国際教育交流シンポジウム（交流合宿）」は、彼らが中心にな

って活動しており、参加者は30名から40名程度である。シンポジウムについては、学生の

認知度も高くなり、新入留学生の友人形成のきっかけとなっている。また2009年度に行わ

れた「国際交流を実践する学生のための交流会（Network of Cross-cultural Organizations

略称 ＮＣＯ）」に４名程度参加しており、全国の大学の国際交流団体が集まり、自分たち

の活動を客観視できる機会を得ている。 

 以上のように、留学生に関するピアサポート活動は、大学院生の相談室チューター、  

ＴＥＡの交流活動、国際学生宿舎のメンターサポートと教員との連携のもとで行われてい

る。 

 

参考資料 

  留学生相談室だより 13号 

  留学生相談室だより 14号 

  第８回 国際教育交流シンポジウム報告書 

  第９回 国際教育交流シンポジウム報告書 
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2009年度 留学生相談室活動報告 

チューター長 朴 エスター 

（比較社会文化学専攻博士後期課程２年） 

 

１．相談室利用状況 

 (1) 利用者 

 2009年度の留学生相談室の利用者統計（2009年４月～2010年３月）によると、利用者数

は合計2839名であった。所属別の内訳を見ると、修士課程と研究生が同様に多く（各23％）、

博士課程（18％）、日研生（11％）の順である。さらに、学部生は全体としては10％を占め

ており、専攻ごとの詳細を見ると、文教育学部が最も多く（７％）、次いで生活科学部（３％）

であった。今後は理学部の留学生にも相談室の利用を呼びかける必要がある。 

 

 (2) サポート内容 

 留学生相談室では様々なサポートを行っている。第一に、多くの留学生が利用するチュ

ーターによる日本語添削が挙げられる。2009年度もこれまで通り、修士論文、博士論文、

投稿論文などの論文に関する添削や、レポートや発表のためのレジュメなど、授業関連の

添削活動も行った。授業関連の添削の場合、文章のみならず、発表で使う日本語へのアド

バイス及び漢字の読み方の確認なども含まれる。その他には、入学試験を控えている研究

生の研究計画書についての添削、さらに、留学生が難しいと感じやすい指導教員へのメー

ルなどに関する添削も挙げられる。 

 第二に、パソコンの利用に際するサポートが挙げられる。印刷の際のサポートをはじめ、

必要に応じてPower Point、Excel、Wordなどの使い方についてのアドバイスも行った。こ

のようなサポートによりパソコンの利用者の総数は1779名で例年通り多く、パソコンを利

用するために相談室に来室する留学生が多いことが窺える。 

 第三に、生活相談を含めた相談活動が挙げられる。来日して間もない留学生にグローバ

ル教育センターからの情報や学内情報の提供及び生活に関するあらゆる質問について同じ

学生の立場でアドバイスを行った。チューターは、一人では対応できない質問についても

すぐに断らず、可能な限り他のチューターの協力を得るようにした。また、必要な場合に

は、グローバル教育センターや国際交流チームなどの関連機関と留学生を繋げるように心

掛けてサポートを行った。 

 第四に、留学生にとって留学生相談室を交流の場として利用できるように勤めた。例え

ば、相談室の向かいの控え室では、個人チューターとの勉強会を行う留学生も多く見受け
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られる。また、友達との待ち合わせの場所として来室したり、昼食などのための場所とし

て控え室を利用したりする留学生も多い。その際に、チューターは、留学生が快く控え室

を利用できるように、室内美化に勤めた。さらに、相談などの用事がない場合でも留学生

がいつでも相談室に来室できるようにポットやお茶類なども備えてある。 

 このように、留学生相談室では大学院生のチューターによる様々なサポート活動を通し

て留学生が気軽に来室できるようにした。そうすることで、留学生相談室が留学生にとっ

て学内の居場所として位置づけられると考える。 

 

 

２．留学生関連行事 

・４月８日：前期留学生オリエンテーション 

  オリエンテーションには、留学生相談室の運営メンバーを含むチューター５名がボラ

ンティアとして参加した。チューター長による留学生相談室の簡単な案内を行い、その

後新入留学生のために学内の主な施設を巡るキャンパスツアーを行った。 

・６月10日：歌舞伎鑑賞会 

  留学生相談室チューター２名がボランティア活動として、国立劇場まで参加した留学

生を引率した。 

・９月１日～30日：夏期休業中の開室 

  夏休み中にも相談室を利用したいという留学生の希望に応じて夏期休業中に開室した。

学期中に比べ利用人数は少なかったものの、合計108名が相談室に訪れており、休み期間

中でも利用者にとって相談室が必要な場であることが確認された。 

・９月10日～11日：留学生見学旅行（京都） 

  ２名のチューターが留学生の引率のサポートを行った。 

・10月７日：後期留学生オリエンテーション 

  前期同様、５名のチューターによる留学生相談室の紹介及びキャンパスツアーが行わ

れた。 

 

３．活動運営の様子 

 相談室運営は、本学大学院生のチューターによって行われている。まず、チューター長

を含む３名の運営メンバーが運営全般を調整している。運営メンバーは、前期・後期の勤

務開始前に行われるチューター総会の準備や当日の進行、チューターの募集、各曜日のシ

フト作成に至るまで勤務時間外にもメンバー同士で連携した活動を行った。また、各曜日

チューターはそれぞれＰＣ、室内美化、会計・備品、統計、相談室便りの仕事を分担し、



― 63 ― 

相談室に訪れる留学生のサポートを行った。さらに、毎日の勤務における出来事で共有す

る必要のある事項や翌日に勤務するチューターが引き継ぐ必要のある事項については、連

絡ノートとメーリングリストを通して連携を図った。そうすることで、各曜日チューター

同士の協働がスムーズに図られ、各係の協力が必要な伝達事項も漏れることなく伝えるこ

とができた。このように、相談室は院生のチューターによる留学生へのピアサポートによ

って全体の活動が行われている。同じ学生の立場でサポートを行うことは難しいことも

多々あるが、留学生相談室が留学生の学校生活において役立ち、学内での居場所であり続

けるためには今後も継続した活動が必要であると考える。 

 

表１ 2009年度 曜日チューターメンバー 

前   期 後   期 
 

午前チューター 午後チューター 午前チューター 午後チューター 

月曜日 

火曜日 

水曜日 

木曜日 

金曜日 

★：チューター長、☆：運営メンバー 
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2010年度 留学生相談室活動報告 

チューター長 岡 村 佳 代 

（比較社会文化学専攻博士後期課程１年） 

 

１．留学生相談室の現況 

 (1) 開室日 

・2010年4月7日～2011年2月28日 

 ※8月10日～9月5日は夏季閉室期間、12月25日～1月5日は冬季閉室期間。 

・月曜日～金曜日（午前10：00～午後５：00） 

 

 (2) 利用者 

 2010年度（2010年4月～12月末日まで）の利用者数は、3158名であった。所属別の内訳を

みると、研究生が1267名（40％）と最も多く、次いで博士後期課程の学生588名（18.6％）、

博士前期課程の学生586名（18.5％）、交換留学生325名（10.3％）、学部生が175名（5.5％）、

日研生117名（3.7％）の順となっている。例年に比べ研究生や交換留学生の利用が増加し

ている一方で、学部生、特に理系の学生の利用が少なかった。今後はより幅広い留学生に

相談室を利用してもらえるよう、周知に努めていくことが課題となった。 

 

 (3) サポート活動内容 

 留学生相談室では、チューターによる日本語添削、生活相談などのサポートとともに、

パソコンやプリンターの利用やＤＶＤの視聴ができる場所の提供とそれらの操作の補助、

図書の貸し出しなどを行っている。また、留学生相談室の向かいにある控え室は、パソコ

ン、プリンターの利用ができることに加え、食事をするなど憩いの場として留学生に役立

ててもらっている。以下では、日常的なサポート活動別にその内容と留学生の利用状況に

ついて報告する。 

 

◇日本語添削・生活相談等 

 2010年度の博士論文、修士論文、卒業論文、投稿論文、レポート、授業関連、研究計画

の日本語添削の利用者は293名であった（2010年12月末日現在）。その他の内容での日本語

添削の依頼や生活相談等をすべて含めると、チューターが学業、研究や情報のサポートを

行ったケースは、539件にのぼる（2010年12月末日現在）。日本人チューターは日本語添削

を行う際にも、一方的に日本語を修正するだけでなく留学生と対話しながら添削を行うこ
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とを心がける、来室しやすく話しがしやすい雰囲気をつくるなど、留学生の立場に立って

考えながらサポートを行っている。また、留学生のチューターは、母国語を活用しながら

留学生の相談にのる、自分自身の経験を通して留学生の事情を理解するなど、同じ留学生

だからこそできるサポートを行っている。日本人チューターも留学生チューターも、留学

生と同じ学生同士という立場を生かし、留学生にとって利用しやすく身近な相談室となる

よう日々のサポート活動を工夫している。 

 また、相談室、控え室では、留学生に関連する授業やグローバル教育センターなどが行

うイベントの情報を掲示しており、留学生が新しい情報に触れる機会も提供している。 

 

◇パソコン利用のサポート 

 例年、多くの留学生がパソコンやプリンターを利用するために訪れているが、2010年度

も12月末日現在で、1,883名の留学生がパソコンを利用する目的で来室している。相談室の

パソコンはインターネットにも接続しており、さまざまな情報検索が可能であること、学

業や研究に必要なWord、Exel、Power Pointなどが利用できること、さらに、それらの使い

方が分からないときには、すぐにチューターのサポートが受けられることなどが、多くの

留学生に利用されている理由であると思われる。チューターは、留学生からのパソコンの

操作、使用法などに関する質問に対応するだけでなく、不具合が起きた際の対応、インク

や用紙の補充、確認等、常に快適にパソコンを利用してもらえるように日常的なメンテナ

ンスも行っている。 

 

◇控え室の管理 

 控え室にもパソコンが２台、プリンター１台が設置されており、こちらでもインターネ

ットやWord、Excelの利用が可能である。今年度の控え室の利用者数は736名であったが

（2010年12月末日現在）、控え室では、流し台や冷蔵庫、電子レンジ、ポットも使用するこ

とができることから、昼食時に利用する留学生が多い。大きなテーブルを囲んで飲食をす

ることで、留学生同士の交流や情報交換の場にもなっているようである。また、今年度は、

授業の空き時間などにコーヒーを飲みながら本を読んだり、自習したりする留学生の姿も

多くみられ、留学生が一息つける居場所としての控え室の役割を改めて感じている。 

 

２．留学生関連行事 

４月７日 前期留学生オリエンテーション 

     －新入留学生への留学生相談室の紹介し、利用説明を行った。オリエンテーシ

ョン終了後には、留学生をグループに分け、キャンパスツアーを行い、留学

生相談室、学生相談室、国際交流チーム、グローバル教育センター、図書館、
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生協など、大学生活を送る上で必要な場所を中心に案内した。 

６月16日 歌舞伎鑑賞会 

     －チューター１名が引率した。 

７月７日 国際交流の夕べ 

     －国際交流チームの主催で行われた国際交流の夕べでは、ゲームや出し物を考

えるなど準備段階から関わった。当日もチューター１名が司会を務め、会を

盛り上げるとともに、数名のチューターが会をサポートした。 

10月６日 後期留学生オリエンテーション 

     －前期と同様に、相談室の紹介及びキャンパスツアーを行った。 

 

３．運営の様子 

 留学生相談室の運営は、大学院生のチューターによって行われている。決められた曜日、

時間に定期的にサポートを行うチューターが20名おり（表１）、チューター長を含む３名の

運営メンバー（【前期】チューター長：朴エスター、運営メンバー：岡村佳代、野呂順子【後

期】チューター長：岡村佳代、運営メンバー：朴エスター、池田聖子）を中心に、それぞ

れのチューターが、室内美化・図書係、会計・備品係、統計係、相談室便り係というよう

な係を担当している。日々のサポート活動に加え、各係としての責任を持ち、相談室の運

営に携わっている。また、イベント時など臨時にサポートを行うサブチューターも15名程

度おり（年度により人数は異なる）、多くのチューターにより留学生相談室の活動が成り立

っている。 

 チューターとして留学生サポートに参加している大学院生は、留学生、文系の学生、理

系の学生、芸術系の学生など、実に多様である。このチューターの多様性は、留学生のニ

ーズに応じた対応をするという点においても、留学生相談室を運営していくという点にお

いても、とても大きな力となっている。 

 また、相談室を運営していくうえで大切なことの１つとして、「ホウレンソウ（報告、連

絡、相談）」がある。チューターが一堂に会するチューター総会が年２回行われ、チュータ

ー間での活動の確認や報告を行っているが、日常的な報告、連絡、相談には、連絡ノート

やメーリングリストを活用している。日々のサポート活動の中で気づいたことや運営に関

する意見、引き継ぎの必要があることなど、チューター間での情報共有を大切にしながら、

相談室を運営している。 

 最後に、今年度のチューターの活動を見ながら感じたのは、チューター１人ひとりが留

学生相談室を支える一員としての自覚を持って活動していたということである。このよう

なチューターの意識の高さを維持していくことで、今後もより充実したピア・サポートを

行っていくことが可能になると思われる。 
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表１ 2010年度 曜日チューターメンバー 

前   期 後   期 
 

午前チューター 午後チューター 午前チューター 午後チューター 

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

★：チューター長、☆：運営メンバー 
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ピアサポート活動報告 国際交流グループＴＥＡ 2009年度、2010年度 

飯 塚 理 恵 

（文教育学部人文科学科哲学コース３年） 

 

〈活動内容〉 

2009年10月 

・文教１号館の３階の教室でウェルカムパーティーを行なった。 

・池袋で新入生歓迎会を開いた。 

2009年11月 

・学園祭で２日間にわたり屋台（ホットドッグ）を出店した。売り上げはＴＥＡの活動費

にあてた。 

・埼玉県嵐山にある国立女性教育会館で国際教育交流シンポジウムを含む１泊２日の合宿

を行なった。 

 予め定めたいくつかのグループに分かれてプレゼンの準備発表を行なった。その後、報

告書を作成した。 

2009年12月 

・駒場東大を拠点に活動する国際交流団体と合同でクリスマスパーティーを企画した。大

山寮で日本食を作る経験をしようとクッキングイベントを行なった。（親子丼、ひじきの

煮物） 

2010年２月 

・フェアウェルパーティーを大山で行なった。卒業する先輩メンバーの追いコンも兼ねた。 

2011年３月 

・淡路島で行なわれる大学の留学生交流団体の集まりＮＣＯに参加した。 

 （参加者：飯塚理恵、篠井千賀子、米蘭、梅カイ園、張媛てい、ウストュネル・ギュネ

シ） 

2011年４月 

・茗荷谷でお花見イベントをした。 

 ４月に来る留学生のためのウェルカムパーティーを企画した。 

・池袋で新入生歓迎会を行なった。 

2011年５月 

・新宿にある観光名所を半日回るイベントを企画した。（新宿御苑、都庁等） 
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2011年６月 

・前回好例だった大山寮での料理イベントを行なった。（オムライス） 

2011年７月 

・お茶の水女子大学が主催するイベント「国際交流の夕べ」のお手伝いをした。 

2011年９月 

・フェアウェルパーティーを大山で行なった。 

・引き継ぎを行なった。 

＊一年を通して、ＴＥＡ部屋を昼休みに開放した。 

 

〈感想〉 

 私がＴＥＡの代表をしていた2009年の10月から2010年の９月までの一年間、様々な局面

でＴＥＡのお仕事をさせていただいた。先輩の代から続く伝統的イベントの開催はもちろ

ん、何か私の代で新しい試みができれば良いと思い積極的なイベントの企画を心がけた。 

 例年ＴＥＡは留学生の大半がお茶の水女子大学にやってくる10月からの数ヶ月が一番忙

しくなる。ウェルカムパーティーと新入生歓迎会、学祭での屋台の出店、一泊二日の東京

近郊での泊まりがけでのシンポジウム兼合宿、と立て続けにイベントを開催した。当初は

どのイベントも参加者が集まるかどうか非常に不安だったが、多くの留学生が参加してく

れた。ウェルカムパーティーで、ＴＥＡという留学生交流団体の存在と学生の中に留学生

のサポーターがいることを知ってもらい、新入生歓迎会で個人的に面識を持ち、学園祭で

親交を深めて、国際教育交流シンポジウム（交流合宿）でより踏み込んだ意見交換や文化

交流が可能になる。以上の様な段階を踏んだ交流は非常に上手く機能しているように感じ

られたので、これからの活動でも続けていければ良いと思う。最初の１～２ヶ月は留学生

もまだ緊張しているのがひしひしと伝わって来たので、学校生活への不安の解消と学内で

の交友関係の確立ができるようにお手伝いを心がけた。 

 ＴＥＡの集まる教室での日常的な交流も、積極的に行なった。どのメンバーも学業に忙

しいので、負担のない憩いの場になればと思い、皆でお菓子を食べ、たわいもないおしゃ

べりをした。留学生の皆は意識が高いので、積極的に日本語を使おうとしてくれる。日本

人メンバーも留学生がまだ知らなさそうな単語を教えたり、地方と東京の違いを挙げたり

しながら日本の情報を多く伝えられるよう心がけた。私達も留学生からそれぞれの国での

学制や授業内容、就職等、大学生活がどんなものかを教えてもらった。留学生同士の間で

も情報が流動的で、面白い場所に行った時、難しい問題に直面した時、情報を共有して支

え合っている様子が伺えた。 

 非公式のイベントとして、冬から春にかけて、他の大学の留学生交流団体とのイベント

の企画、留学生が多く住む大山寮での料理イベント等を行なった。交友関係の拡大につな

がるイベント、自己参加型のイベントはみんな非常に積極的に参加してくれた。他の大学
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にも多くの留学生交流団体が存在し、それぞれ非常に特色があるので、交流していくと面

白い発見がある。留学生も、イベントを通して、自分の所属する大学の特色を初めて第三

者的に発見出来たと教えてくれた。また、お茶の水女子大学は都心に位置し、都内の名所

旧跡にアクセスしやすいので、それを積極的に利用して文化的イベントを企画していけれ

ば良いと感じた。季節のイベント（花見、花火、祭り、月見等）は留学生も興味津々で、

何かイベントを企画しないのかと尋ねてくれた。運営側ももうすこし敏感になっても良い

だろうと思う。 

 ＴＥＡの代表として私は、留学生のみんなとこの上なく充実した一年間を送ることがで

きた。イベントの企画者として、自分の趣味や趣向よりも多くの人が関心を持ってくれる

ような企画ができるよう心がけた。中には、企画の日程が悪かったもの、内容があまり留

学生の関心をひかなかったもので、頓挫したイベントもある。決して成功とはいえないよ

うなイベントもあったが、それが次のイベント企画への原動力になったと思う。 

 私達は一学生であり、留学生の大学生活や日本での生活への不満を解決することはでき

ないことが多いが、耳を傾けることはできる。ＴＥＡのメンバーは留学生の友達として同

じ目線で会話ができるので、留学生にフラストレーションが溜まった時、感動的な経験を

した時、それらを一緒に共有できる立場にある希有なグループだと思う。 

 これからのＴＥＡの活動において、活動を通して今後より良くして行きたいと感じるこ

とが数点ある。まず、留学生は日本人学生と一緒に取る授業が少なく日本人学生との接点

を常に渇望している印象を受けた。ＴＥＡはその窓口として活躍しているが、他の大学生

活の局面でもっと日本人学生と交流できるよう更にお手伝いができれば良いと思う。 

 具体的には、まず留学生が興味を持ったサークル活動の情報提供である。４月の入学式

に合わせた入会では非常に活動時間が短く、留学生からも、もっと早くからサークルに入

りたいが、どういうシステムなのかわからないという多くの声をいただいた。今までは個々

に対応してきたが、限界があるので今後改善する余地があると思う。また、リベラルアー

ツの授業等で留学生の各人の興味に合ったもので、日本人学生と一緒に受けられる授業を

紹介できたら良いと感じた。日本人学生の中には、学内に多くの留学生がいるという事実

すら知らない人が多く存在する。留学生と日本人学生が授業で同じ空間にいるという事実

だけで、変わることは多いのではないだろうか。 

 また、日本人メンバー側の方にある問題として、圧倒的な人手不足が挙げられる。私の

代は４～５人の執行メンバーがいたが、それぞれかなり負担が大きかった。他のサークル

との掛け持ちや、留学を控えているメンバーが多いため、日本人メンバーの増員は急務で

ある。適度な仕事量と活動で得られる達成感、充実感の間にはバランスが重要だと思う。

前者が大きすぎると、後者の価値も見つけられなくなってしまう。私は入学する前に配ら

れる大学の冊子の一画にあった小さなＴＥＡの宣伝の記事を見て、偶然その存在を知った

が、今のＴＥＡのメンバーのリクルート方式は受け身に徹しており、毎年人手不足に直面
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している。もっと学園祭の実行委員会や自治会のように広く新入生に活動への参加を呼び

かけたい。仕事を分散し、負担を軽減することで、より一層活動を楽しむ余裕が生まれる

だろう。 

 以上、私の代表の時のＴＥＡの活動の経過を今後の改善点も含めて報告をしてきた。日

本人学生の間のＴＥＡの知名度も未だ望ましい状態とは言いがたいので、今後も新入生に

対する積極的な呼びかけや、大学院を含めたお茶の水女子大学全体での広報活動を強め、

日本人学生、留学生双方が活発に文化交流を行なえるような団体にしていけるようたゆま

ぬ努力をしていきたい。ＴＥＡは、同じキャンパスの中で学びながらも互いに干渉、交流

することなく、他者としてカテゴライズされてしまいがちな日本人学生と留学生の間の溝

を埋めようと設立された。今はまだキャンパス内での局所的な活動だが、今後更なる活動

を通して、留学生と日本人学生が学友としてお互いに高めあい、支え合える関係を築くの

を手伝うような団体になるよう発展して行って欲しい。 
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第八期（2010年９月～2011年１月現在）ＴＥＡ活動報告書 

白 井 綾 乃 

（文教育学部２年） 

 

１．ＴＥＡの活動報告2010年９月～2011年１月） 

10月日 留学生オリエンテーション・ウェルカムパーティ 

 留学生オリエンテーションに白井、文教育学部１年山口真紀子、ポリー・スタンナード、

マーヤ・スカンダルビッチの４名で参加し、ＴＥＡの紹介を行った。留学生と一緒に団体

紹介したことで参加のしやすさをあらわした。同日文教育学部１号館302号室にてウェルカ

ムパーティーを開いた。朝からの説明会等で疲れているにもかかわらず、たくさんの留学

生が参加し、にぎやかなものとなった。 

 

10月15日 新留学生歓迎会（大山） 

 大山にて歓迎会を開きおよそ20名が参加した。中には日本に来て初めての居酒屋という

人もいて、楽しんでもらえたようだった。このような飲み会を開くときは留学生に金銭的

な負担をかけないよう安くてできるだけサービスのよい店を探すよう努力した。 

  

11月13・14日 徽音祭にて模擬店を出店（ホットドッグ） 

 昨年同様、ホットドッグを販売した。２日間を通して当初人手が足りないのではないか

と不安もあったが、森先輩、宇佐美先輩をはじめとする先輩方のおかげで切り盛りできた。

また、普段それほど主張の強くないメンバーが積極的に大きな声で呼び込みをして、一般

の方との交流を楽しんでいたように見えた。無事完売した時は一体感が感じられ、２日間

を通してさらに親しくなれたと思う。 

 

11月27・28日 第８回国際教育交流シンポジウム開催（八王子セミナーハウス） 

 今回は文教育学部２年の安念美智子と白井の二人で準備を進めた。早い段階から準備を

したり、仕事を分担したりできた。人数も日本人学生12人、留学生12人とバランス良く集

まり、賑やかなシンポジウムとなった。最初のボディーワークを通じてリラックスし、打

ち解けることができた。グループ別討論会のテーマは、「民俗学」、「音楽」、「ドラマ・映画」、

「食事」の４つである。活発な討論、質疑応答が行われた。人数が少ない分、グループの

輪をこえて交流がなされ、親しくなれたと感じられた。 
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12月 クリスマスパーティー（大山寮、参加者10人弱） 

 韓国からの留学生イ・ジュヒョンの発案で催され、15名ほどが参加した。日本、韓国、

タイ、トルコ、イギリス、ポーランド、クロアチアなど自国ならではの料理を作ってもち

より、みんなで分け合った。会場の飾りとして、クリスマスの飾りの他国旗をモチーフに

したものやホワイトボードに「メリークリスマス」「よいお年を」にあたる挨拶をそれぞれ

書いた。日本の家庭料理や韓国料理などなじみのあるものから、普段食べる機会のない各

国の料理まで揃い、国際交流の団体ならではのイベントだと感じた。 

 

12月31日～１月１日未明 年越しイベント（板橋、大山付近） 

 年末帰省や旅行をしないメンバーが10人ほど集まり、板橋区にある安養院にお参りにい

った。除夜の鐘に並ぶ途中に新年になってしまったが、年越し蕎麦や鐘つきなど日本風の

年の越し方を楽しんでいたように見えた。鐘つきの際には自然に「東洋出身と西洋出身で

ペアになって鐘をつこう」というふうになってうれしかった。 

 

〈感想〉 

 私は１年時から活動に参加していたが、引き継ぎが行われるぎりぎりまで代表という形

になるとは思っていなかった。私たちの学年はメンバーが少なく、個人個人にかかる仕事

も多くなってしまう。そんななかで、2010年４月から新メンバーになった安念美智子さん

は、徽音祭や合宿にたいへん尽力してくれて、とても感謝している。 

 反省としてはやはり執行メンバーの少なさから事務作業がうまく進まなかったことだ。 

合宿にしても多くをグローバル教育センターの教務補佐の方々に任せてしまい、非常に申

し訳なく感じている。ＴＥＡは学生同士の交流を目的としており、学生自身が企画運営し

ていかなければ意味がない。設立した時の理念を見失わないよう、また今後もさらに活発

なものとなるよう活動をすすめていきたい。 

 また、昨年夏には国際交流チーム主催の「国際交流の夕べ」が催された。今後は国際交

流チームと連携して何か学校全体のイベントが開かれれば、文教育学部以外の学部の方と

の交流の可能性が生まれる。視野を外に向けることで活動の可能性を大きくし、来期に引

き継げるよう努力したい。 

 今後もＴＥＡの活動を通じて、数ある日本の大学からお茶の水女子大学を選んでくれた

留学生の方に「お茶大に来てよかった！」「楽しかった！」と言ってもらえるよう、イベン

トを企画し実現していこうと思う。 



〈編集後記〉 

 ピアサポート・プログラム報告書第４号をお届けします。 

 比較的小規模大学である本学は、伝統的に学生間、および教員と学生の間の距離が比較

的小さく、以前から相互の交流が盛んに行われ、各学部・学科あるいは部局毎の特色ある

取り組みも多く見られました。これらの相互支援を「ピアサポート」という共通の理念の

もとに統合し、本学のよき伝統としていっそう発展させたいという思いが本事業の出発点

です。平成16年度より予算措置もなされ全学的な取り組みとして行われるようになり、今

日に至っています。 

 全学的に統合するといっても、今までの各学部・学科等で行われてきた伝統的な相互支

援の方法をすべて画一的に規格化するのではなく、各々の取り組みを緩やかに結合すると

いうことで、それぞれの学科の特色に合った支援方法を残すこともできました。 

 確かに各学部・学科の取り組みはマンネリ化してきたとも言えなくはありません。しか

し、当たり前のことですが、毎年新たな学生が入学し、学年も進行することにより、対象

の学生達は入れ替わって行くのも事実です。新入生に対して行う重要な支援の内容は年々

変わるものではなく、逆に経年と共に変化しないコアな部分に相当するかと思います。上

級生になると自分達が新入生のときに受けた本当に有益なものは何だったのかということ

がより明確になり、より洗練されたコアが形成されているのだと思います。 

 高等教育を取り巻く環境および社会情勢が激変するなかで、真に不変な人と人の絆に基

づく本学のピアサポートの今後の発展に大いに期待したいと思っています。 

（吉田 裕亮） 
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