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1年次の春学期に行う全新入生を対象に
した「立教ファーストタームプログラム（1）」。
「学びの精神」「学びの技法」という2つの
アプローチから、4年間の学びに必要な大
学生としての基礎力を身につけます。2つ
めが「eポートフォリオ」と「ナンバリング」
です。これらは、4年間学び続けるための
新しい仕組みです。「eポートフォリオ」は、
自らのビジョンに沿って学びが進んでい
るかどうかをオンラインで確認できるシス
テムです。また、専門分野や難易度に応じ
て全科目に体系的にナンバーをつけ、い
つどのような科目を履修するかをより分か
りやすくしました。ナンバリングは海外の
大学でも導入されているので、留学先で
の科目選択の目安にもなります。
　3つめが「グローバル教養副専攻（2）」。
国際社会に通用する応用力と発信力を学
びます。そして、4つめが「正課外活動」で
す。フィールドワークや、インターンシッ
プ、異文化交流、ボランティアなどで“自
分づくり”に役立てます。
　吉岡知哉総長は「学生生活4年間全体
を学生一人ひとりの成長プロセスとして
捉え、授業だけでなくサークルやボラン
ティア以外のさまざまな活動を統合して
捉えたのが、この教育プログラムです。こ

れにより、学生は将来なりたい自分を思い
描き、その目標に向かって自律的に着実
に学びを進めることができるようになるで
しょう」と話します。

創立150周年を視野に
「サービスラーニング」を開講

　2024年の創立150年に向けて、立教
大学は「RIKKYO VISION 2024」を
策定しました。2024年の立教大学はど
うあるべきか、その先にどんな未来像を
描くのかをまとめたもので、“Lead the 
Way”をステートメントに掲げ、「自分を
拓く（Lead for Learning）」「世界を拓
く（Lead for Globalizat ion）」「未来
を拓く（Lead for Future）」を柱に、グ
ローバルに、そしてローカルに活躍できる
人材、他者と協調しながらリーダーシップ
を発揮できる真の国際人の育成を目指し
ます。
　その実現のため、2016年度から全学
共通科目「立教サービスラーニング」を開
講しました。一言で言えば、「社会での体
験を通した学び」で、社会の現場も「教室」
として捉える、新しい「学修」スタイルの科
目群というわけです。授業では、事前学習

新たなリベラルアーツ教育
「RIKKYO Learning Style」

　立教大学は、建学当初から「リベラル
アーツ」と「国際性」を重視し、知性と感性
を重んじる全人格的な教育と、国際社会
への貢献を視野に入れた教育を実践し
てきました。そのための科目体系として、
これまで各学部の専門科目と並行して全
学生が「全学共通カリキュラム」を履修す
るという科目体系を実施してきましたが、
2016年度から、新たな学士課程統合カ
リキュラムである「RIKKYO Learning 
Style」がスタートしました。
　「RIKKYO Learning Style」は、4つ
のポイントから成っています。その1つが、

をしたのち一定の期間にわたり、受入機
関・団体（NPO、行政、企業等）の支援・指
導の下、社会で起こるさまざまな課題を題
材とした体験学習を行います。
　また、「復興の歩みに学び、共に生きる」こ
とを継続するため、2017年4月「陸前高田
サテライトキャンパス（3）」を開校しました。
　吉岡総長は、「サービスラーニングを通
して、社会と向き合う視点や視座、大学で
自分らしく学ぶ姿勢とワザ、社会を創り支
える一員としての責任感覚などを学びま
す。社会で役に立つ技法やスキルの修得
も大切ですが、社会の中で自分がどのよ
うに生きていくか、その視点や姿勢を自覚
的に養うことも重要です。そして、これにも
とづいて地域やコミュニティに向かって働
きかけ行動する力を身につけていきます」
と話します。

英語で学位取得が可能な
GLAPが始動

　「RIKKYO VISION 2024」の一環と
して2017年度から、「Global  Liberal 
Arts Program（GLAP）」を開設しまし
た。GLAPに入学した学生は、特定の学部
学科ではなく、4年間、GLAPというコース
に所属します。原則英語のみで学位の取
得が可能です。
　自ら考え、行動し、世界とともに生きる
リーダーの育成を目的としており、1学
年20名の少人数教育が特長です。また、
2年次の秋からの留学に備え、それまで
はGLAP生全員が、寮で生活します。そ
して、2年次の秋学期から1年間、海外の
協定校に留学します。協定校はいずれも
伝統的にリベラルアーツ教育に定評ある

大学です。さらに帰国後、「Final  Year 
Seminar」を履修するとともに卒業論文
を執筆します。

さまざまな学修支援
奨学金制度もさらなる充実

　立教大学では、2016年度入試から「一
般入試グローバル方式（4）」と「国際コース
選抜入試（5）」という2つの新しい入試と、4
学期制を導入しました。さらに2018年度か
ら、大学入試センター試験利用入試におい
ても英語外部試験利用制度を導入します。
これらの新しい入試は、国際化戦略に合
致する入学者選抜方式といえるでしょう。
　また、キャンパスライフや日常の生活支
援など学生に対するサポートに注力して
おり、首都圏以外の学生のための「自由の
学府奨学金」に加えて、2017年度からは
首都圏の学生に向けた新たな奨学金制度
「セントポール奨学金」が始まりました。
1都3県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉
県）の高校等出身者を対象にした入学前
予約型奨学金で、支給額は年額40万円
（理学部は60万円）、約250名の採用候
補者数です。このほか施設面でも、池袋、
新座の両キャンパスのグローバルラウン
ジや、国内の大学で屈指の規模を誇る池
袋図書館など、学生の勉学を支援する環
境が整備されています。
　吉岡総長は、「立教大学は、一人ひとりの
学生が未来の自分を発見するためのさまざ
まな仕組みを用意しています。自分の可能
性に大いにチャレンジしてください。それま
で全く知らなかった自分と出会える場、そ
れが『自由の学府』立教大学なのです」と
受験生にメッセージを送ってくれました。
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伝統ある「自由の学府」で
リベラルアーツを身につけ、
激動する現代社会の中で
自ら考え、行動し、
未来への道を切り拓く

NOTES

授業とさまざまな活動を通じ、着実に成長できる学びの体系

吉岡知哉総長
（よしおか・ともや）

　アメリカ聖公会の宣教師が1874（明治7）年に開設した、聖書と英学
を教える私塾を起源とする立教大学は、140年以上にわたってリベラル
アーツ教育の伝統を受け継ぎ発展させてきました。2024年の創立150
年を見据えて、新たに「RIKKYO VISION 2024」を策定し、「自分、世界、
そして未来を拓く」をステートメントとして掲げました。
　2016年度からは、伝統のリベラルアーツを現代に生かした新たな学
士課程統合カリキュラム「RIKKYO Learning Style」がスタートしま
した。立教ファーストタームプログラムやグローバル教養副専攻など多
彩な科目群で、専門と教養の融合のさらなる深化を図ります。また、奨
学金制度を拡充するなど学修支援もさらに充実。こうした新しい学びの
スタイルにより、次代を担うグローバルリーダーの輩出を目指します。

創立150年に向け「RIKKYO VISION 2024」を策定
次代のグローバルリーダーを育成する
新しい学びのスタイルが始動

立教大学
改 革 力

〒171－8501  東京都豊島区西池袋3－34－1　入学センター  TEL 03－3985－2660　https://www.rikkyo.ac.jp/

⑴ 立教ファーストタームプログラム
　「学びの精神」は、立教大学で学び始める
にあたり、大学で学ぶことの意義を体得する
科目群で、自ら調べて考える大学での学び
の姿勢を身につける。「世界史の中のキリス
ト教」「ライフマネジメントと学生生活」など
の科目のほか、立教大学の「自校史」につい
ても学ぶ。「学びの技法」は、各学部が展開す
る少人数教育により、大学で学んでいくうえ
で必要となる知識やスキルを学ぶ。

⑵ グローバル教養副専攻
　世界に通用する教養人を育成するプログ
ラム。「Arts & Science Course」「Language 
& Culture Course」「Discipline Course」
の3つがあり、「Arts & Science Course」
「Language & Culture Course」に続き、
「Discipline Course」が2018年度に開
設。2年次から全学部の学生がコース登録
可能。修了には、大学が認定する海外体験を
必ず行うことが義務づけられている。

⑶ 陸前高田サテライトキャンパス
　立教大学は、2003年度に陸前高田市で
正課外教育の一環として「林業体験プログ
ラム」をスタート。以来、現在まで学生ボラン
ティアに加え、スポーツ分野での交流プログ
ラム、学部や留学生による復興支援プログ
ラム等1000名を超える学生が同市を訪問
した。そして、「RIKKYO VISION 2024」に
基づき「陸前高田サテライトキャンパス」の
開設を決定。岩手大学と、地域創生・人材育
成等の推進に関する相互協力及び連携協定
を締結し、2017年4月に開校した。

⑷ 一般入試グローバル方式
　「聞く」「話す」「読む」「書く」という英語4技
能を測定する資格・検定試験で所定のスコ
アを満たせば、一般入試の全学部日程で、各
学部学科が指定する英語以外の2教科の合
計点で合否判定が行われる入試。

⑸ 国際コース選抜入試
　異文化コミュニケーション学部のDual 
Language Pathway、社会学部の国際社
会コースとGLAPで実施。Dual Language 
Pathwayは、学部の専門科目をすべて英語
で修得、国際社会コースは学部の英語科目
を軸に3学科の専門科目を横断的に履修で
きる（GLAPは本文参照）。試験は秋に実施さ
れ、募集定員は各15人（GLAPは秋季10人
程度、春季若干名）。

企業や官公庁などで実習し、就業
体験をします。参加することにより、
自分自身で気づき、考える力がつ
きます。

研究分野の第一線で活躍する講師
による専門領域の授業です。学科
ごとに構成した独自のカリキュラム
で専門分野を深く追究します。

リベラルアーツ教育の主軸となる科
目で、幅広い知識と教養を養いま
す。専門分野の枠を越えた科目を履
修して、自身の可能性を広げます。

英語と初習言語を必修としていま
す。異文化理解を深め、多様な人と
交流できる言語運用能力を修得す
ることを目指します。

スポーツ実践や講義で心身の成長
を促します。実技では文化的側面
への理解や健康維持に関する知識
も学んでいきます。

サークルやボランティアなどの課外
活動のほか、海外体験、キャリア支
援プログラムなどで、「自分づくり」
をしていきます。

大学間または学部間協定による派
遣留学や、短期語学研修など、目
的や期間に合わせた多様なプログ
ラムで見識を広げます。

協定他大学のキャンパスで、多様
な科目を履修できます。習得した単
位を卒業要件単位に組み入れるこ
とも可能です。

立教大学は、4年間の学生生活を授業だけでなく、
サークルやボランティアなどさまざまな活動と
体系づけて考えています。将来なりたい自分を
思い描き、その目標に向かって自律的に、
着実に学んでいく新たな学びのスタイルを実践します。
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