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新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム

平成１９年度

心と体の育成による
成長支援プログラム
心と体の育成による
成長支援プログラム

社会に幸せをもたらす生活の知恵を持った学生の育成社会に幸せをもたらす生活の知恵を持った学生の育成

平成２０年度意見交換会 2009年3月3日（火）東京

三位一体の能力の育成三位一体の能力の育成

コミュニケーショコミュニケーショ
ン能力ン能力

自己管理能力自己管理能力 他者援助精神他者援助精神
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金沢大学 学生支援GPの基本理念金沢大学 学生支援GPの基本理念

心と体の育成を統合的に支援するとともに、理
論的裏付け、より有効な方法をもとめて研究・教
育を行う

個人における関係性の構築（自己管理能力な
ど）から 集団における関係性の構築（コミュニど）から、集団における関係性の構築（コミュニ
ケーション能力、他者援助精神）を総合的に捉
えて、支援、研究、教育の対象とする

階層的なプログラム階層的なプログラム
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プログラムを成功へ導くファクタープログラムを成功へ導くファクター

「金沢らしさ」（伝統と新しさ）の導入

匠の技 、食の文化、息づく伝統芸能

金沢から、いかに世界へ発信できるか

金沢大学の多様性と総合力金沢大学の多様性と総合力

3学域16学類の力を結集

１．シャトルバス１．シャトルバス

角間（人間社会学域、理工学域）、宝町（医薬保健学域）
の両キャンパスを結び、人の交流を促すの両キャンパスを結び、人の交流を促す

運用方法

授業期間中、定時の運行（前期3往復、後期5往復）

GPプログラムに合わせて運行

無料
金大生、金大職員のみ乗車可能
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シャトルバス運行シャトルバス運行

乗車人数：のべ５３３６人乗車人数：のべ５３３６人

２．コミュニケーション・プレイス２．コミュニケーション・プレイス

学内での学生の居場所となるところ学内での学生の居場所となるところ

コミュニケーションの生まれるところコミュニケーションの生まれるところ

•H19年度 整備場所
•総合教育南棟2階
•学生会館ベンチ
•保健管理センター本部
•保健管理センター南分室

•H19年度 整備場所
•総合教育南棟2階
•学生会館ベンチ
•保健管理センター本部
•保健管理センター南分室

•H20年度 整備場所

•北福利施設

•留学生学習室 国際交流室

•H20年度 整備場所

•北福利施設

•留学生学習室 国際交流室•留学生学習室、国際交流室

•北地区 人間社会第１講義棟学生ラウンジ

•大学会館（学生支援ＧＰカフェ）

•鶴間保健学類

•１号館２階ロビー、厚生会館２階、学生相談室

•留学生学習室、国際交流室

•北地区 人間社会第１講義棟学生ラウンジ

•大学会館（学生支援ＧＰカフェ）

•鶴間保健学類

•１号館２階ロビー、厚生会館２階、学生相談室
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H19年度整備コミュニケーション・プレイスH19年度整備コミュニケーション・プレイス

保健管理センター本部 総合教育棟南棟2階

学生会館ベンチ保健管理センター南分室

H20年度整備コミュニケーション・プレイスH20年度整備コミュニケーション・プレイス
国際交流室

角間北地区（人間社会第一講義棟学生ラウンジ）
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学生支援GPカフェ
（大学会館大集会室）
学生支援GPカフェ
（大学会館大集会室）

学生支援GPカフェ学生支援GPカフェ
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３．健康論とは・・・３．健康論とは・・・

健康論は 金沢大学 共通教育科目 ある「大学 社会健康論は、金沢大学の共通教育科目である「大学・社会
生活論」において、保健管理センターの医師（学校医・
産業医）とカウンセラー（臨床心理士）が、心と体の健康
について統合的に講義する導入科目

これから始まる社会人としての広い世界を進むのに、持
っておきたい心と体の健康の知識を 学生とコミュニケっておきたい心と体の健康の知識を、学生とコミュニケ
ーションを取りながら伝える

（医学類では独自に実施）

健康教育（健康論）健康教育（健康論）

「健康論」

対面授業と 自己学習パッケージ（e-Learning）の併用

H20年度から共通テキストの供用

健康診断 を「健康論実習」に(H20年度から必修）

H21年度はすべての学類に「健康論」が組み込まれるH21年度はすべての学類に「健康論」が組み込まれる
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健康教育（健康論実践）健康教育（健康論実践）

「健康論実践（集中講義）」「健康論実践（集中講義）」

夏期、冬期、春期休業期間に実施（1単位）

H20年度実施
健康論実践１「救急蘇生と安全な大学生活」健康論実践１「救急蘇生と安全な大学生活」

健康論実践２「生活習慣病予防を食事から考える」

健康論実践３「自己発見のためのグループワーク」

総参加人数：のべ９７人総参加人数：のべ９７人

健康論実践の主題と目標健康論実践の主題と目標

健康な心と体があってこそ、学業や学生生活を楽しむこ
とができることを教え、自己管理能力、コミュニケーショ
ン能力を習得させることを目標においた講義内容を展開
する

多彩なゲスト・スピーカーから大学生活に、また卒業後
も役 容を学も役立つ内容を学ぶ

実習形式で自己管理能力、コミュニケーション能力、他
者援助精神を習得させることを目標とする
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健康論実践１健康論実践１

健康論実践２健康論実践２
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健康論実践３健康論実践３

４．７つの健康教育プログラム４．７つの健康教育プログラム

健康診断のフィードバック

食育プログラム

運動プログラム

自分を見つめるプログラム

健康診断のフィードバック

食育プログラム

運動プログラム

自分を見つめるプログラム自分を見つめるプログラム

アカンサス・セミナー

アカンサス・インターンシップ

救急講習会

自分を見つめるプログラム

アカンサス・セミナー

アカンサス・インターンシップ

救急講習会
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健康診断のフィードバック健康診断のフィードバック

再検査と事後指導
健康診断は、心身の

状態をチェックする重要
な機会

個別健康診断や健診
結果閲覧システムを積
極的に活用し 自己管

健康診断は、心身の
状態をチェックする重要
な機会

個別健康診断や健診
結果閲覧システムを積
極的に活用し 自己管

再検査と事後指導

結果閲覧システムによるフィ
ードバック

ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇによる健康診断
の見方の解説 極的に活用し、自己管

理に役立てる
極的に活用し、自己管
理に役立てる

の見方の解説

日常業務としての健康相談

食育プログラム食育プログラム

担当 管理栄養士等担当：管理栄養士等

現在の食習慣のチェック

将来の生活習慣病予防

調理実習

食や健康に関する講義や
調理実習を行う

簡単料理、金沢らしい料
理、季節感あふれる料理な
どを一緒に楽しむ

食や健康に関する講義や
調理実習を行う

簡単料理、金沢らしい料
理、季節感あふれる料理な
どを一緒に楽しむ

試食

金沢の食文化を楽しむ
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和菓子作りと抹茶で金沢体験
2008年5月9日 学生会館和室

和菓子作りと抹茶で金沢体験
2008年5月9日 学生会館和室

金澤風情を楽しもう

加賀野菜を使った料理教室
2008年７月7日 人間社会第２講義棟調理実習室

金澤風情を楽しもう

加賀野菜を使った料理教室
2008年７月7日 人間社会第２講義棟調理実習室
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金澤風情を楽しもう

かぶら寿しと金沢の伝統食
2009年1月23日 角間の里

金澤風情を楽しもう

かぶら寿しと金沢の伝統食
2009年1月23日 角間の里

運動プログラム運動プログラム

担当：トレーナー等

体力アップ

体調改善

メタボリックシンドローム、

運動のプロによる講義や
簡単なエクササイズを行う

心身のリフレッシュの時
間をつくる

運動のプロによる講義や
簡単なエクササイズを行う

心身のリフレッシュの時
間をつくる

タボリックシンド 、
生活習慣病予防

ストレス解消
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４つの運動プログラム４つの運動プログラム

ガヨガ

ピラティス

アクティブ・エクササイ
ズ

エアロビクス

自然科学系図書館AVホール
体育館ダンス室
自然科学系図書館AVホール
体育館ダンス室

運動プログラム運動プログラム
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自分を見つめるプログラム自分を見つめるプログラム

担当：臨床心理士等

自分への気づき

他者への関心

他者とのコミュニケー
シ の練習

臨床心理士を中心に自分と
向き合う作業をグループワー
クで行う

心理検査や対話、アートワ
ーク、ボディーワークなどを一
緒に体験してみる

臨床心理士を中心に自分と
向き合う作業をグループワー
クで行う

心理検査や対話、アートワ
ーク、ボディーワークなどを一
緒に体験してみるションの練習

ストレス解消

緒に体験してみる緒に体験してみる

自分を見つめるプログラム

対人援助のための基本的姿勢
2008年7月10日 角間の里

自分を見つめるプログラム

対人援助のための基本的姿勢
2008年7月10日 角間の里
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自分を見つめるプログラム

音楽を媒介とした自分との出会い
-サウンド・ワークの体験-

2008年12月19日 自然科学系図書館AVホール

自分を見つめるプログラム

音楽を媒介とした自分との出会い
-サウンド・ワークの体験-

2008年12月19日 自然科学系図書館AVホール

アカンサス・セミナーアカンサス・セミナー

担当 多彩な講師担当：多彩な講師

第一線の研究者

第一線の企業人

金沢文化の継承者

食事、睡眠、運動、飲酒、
喫煙、頭痛、不安など幅広い
テーマを扱う

学内外の講師を囲み自由
な雰囲気の中で、話を聞いた
りコミュニケートする

食事、睡眠、運動、飲酒、
喫煙、頭痛、不安など幅広い
テーマを扱う

学内外の講師を囲み自由
な雰囲気の中で、話を聞いた
りコミュニケートする

人を通して多くのことを
楽しく学ぶ

りコミュニケートするりコミュニケートする
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アカンサス・セミナー

全人的医療とこころのケア
2008年12月5日 十全講堂会議室

アカンサス・セミナー

全人的医療とこころのケア
2008年12月5日 十全講堂会議室

アカンサス・セミナー

クリスマスの贈りもの
-音楽家の語りと演奏-

2008年12月22日 人間社会4号館音楽ホール

アカンサス・セミナー

クリスマスの贈りもの
-音楽家の語りと演奏-

2008年12月22日 人間社会4号館音楽ホール
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アカンサス・インターンシップアカンサス・インターンシップ

担当：生協、学生部

インターンシップに
繋げるセミナー

（就労体験）

学内のインターンシップ制度

大学生協、就職支援室と連
携し、社会へ出ていく練習の
場となるように教職員が指導
する

学内のインターンシップ制度

大学生協、就職支援室と連
携し、社会へ出ていく練習の
場となるように教職員が指導
する

（面接試験体験）

すす

アカンサス・インターンシップ

ビジネスマナー・コミュニケーションセミナー
アカンサス・インターンシップ

ビジネスマナー・コミュニケーションセミナー

2009年2月5日 自然研大講義棟レクチャ̶ホール
NECエンジニアリング 平木信太郎 氏

2009年2月9日 総合教育棟Ｃ４講義室
JALアカデミー 神武布左子 氏
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救急講習会救急講習会

担当：医師、救命救急士

運動系クラブ、サークルの
救急講習会

（ランチョンセミナー）

熱中症対策、救急蘇生法を
はじめ、ＡＥＤの使用方法も
実習する

消防署による救急講習は、
修了証書も発行される

熱中症対策、救急蘇生法を
はじめ、ＡＥＤの使用方法も
実習する

消防署による救急講習は、
修了証書も発行される

（サークルリーダー研修会）

救急講習会救急講習会
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H20年度GPプログラム総参加者数H20年度GPプログラム総参加者数

147

130

116

116

1818

146

673

総参加人数：のべ６７３人総参加人数：のべ６７３人

ＧＰプログラム推進に伴う
学内の変化

ＧＰプログラム推進に伴う
学内の変化

プログラムの趣旨に同意して新しい可能性を
提示してくれる教職員が現れた

教員 教育学類 留学生センター等

ＧＰ推進教員の ミ ニケ シ ンの範囲がＧＰ推進教員のコミュニケーションの範囲が
学内外に広がって来た
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心と体の育成による成長支援プログラム

-社会に幸せをもたらす生活の知恵を持った学生の育成-


