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けではなく、一般企業への就職を前提としている。

漠然とではあっても卒業後の進路を決めている者

もいれば、短大生活を送るうちに自分の適性を考

え就職先や職業を選択するという者もおり、多種

多様な学生が混在 している。

このような中、昨今の大学生全般について指摘

されていることではあるが、本学科においても、

基礎学力が身についていない、あるいは、コミュ

ニケーション能力の欠如や基本的生活習慣が身に

ついていないなどの理由により、他人との関係が

要

ビジネスキャリア学科の2013年度新入生宿泊オ リエンテーションは、①学生生活の基本を身につける、

②友だちづくりの 2点を目的に、学科の教員全員が協力 して企画・実施 した。2013年度は、学生が責任を

持って主体的に行動 し、仲間とともに成長 していくためのきっかけづくりとなるよう、本学科の新入生の

特徴に合わせたカリキュラムを作成 した。教員が準備 したビジネスゲームや宿泊施設のオ リエンテーショ

ンゲームなども盛 り込み、他者とのコミュニケーションを取るのが苦手な学生 も自然に参加できるよう配

慮 した。その結果、例年より、授業中の私語が少ない、仲間とともに行事に積極的に参加する学生が増え

たなどの効果が得 られた。

キーワー ド:宿泊オ リエンテーション、学生生活の基本、友だちづ くり、研修ゲーム

1.宿泊オ リエンテーション実施の背景

仙台青葉学院短期大学ビジネスキャリア学科は

本学開学から5年目を迎えた2013年 4月 、新入生

119名 を迎えた。 ビジネスキャリア学科の新入生

は、開学初年度と震災直後の2011年度にはそれぞ

れ67名 と70名 であったが、それ以外の年度は90名

を超えている。また、ビジネスキャリア学科の学

生は、本学他学科の学生のように職業資格 (看護

師等)を取得 して専門職としての就職を目指すわ

1)仙台青葉学院短期大学 ビジネスキャリア学科
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構築できない学生の存在が見過ごせない状況となっ

てきた。特に、入学後に同級生との良好なコミュ

ニケーションをとることができず、学内での居場

所が見つけられない学生がいることは教員間でも

深刻に受け止められた。なぜなら、このような学

生は不登校となり、そのまま退学 していくことが

多いからである。

ともに学ぶ仲間の存在は、学生生活を充実させ、

また、困難なことが生 じた際に乗り越える原動力

ともなる。よって、本学科では、新入生が短期大

学生として求められる常識を身につけ、他者と良

好な関係を築いていくための足掛かりとなるよう

に、2012年度から新入生宿泊オリエンテーション

を実施することにした。

本稿では2013年度生に対 して行った宿泊オ リエ

ンテーションの意義と成果、そして、今後の課題

について報告する。

2.2012年度宿泊オリエンテーションの内容と

実施後の検討事項

ビジネスキャリア学科が宿泊オ リエンテーショ

ンを実施 したのは2012年度生からであるが、2012

年度の実施内容と反省点は以下のとおりであった。

(1)2012年度宿泊オリエンテーション実施内容

① 日程 2012年 (平成24年 )4月 5日 の～ 6日 ③

②場所 ベス トウェスタンホテル仙台 (宮城県

仙台市泉区実沢中山南25‐ 5)

③内容 新入生と在学生の合同で実施 し、在学

期間の有意義なキャンパスライフの過ごし方

に関する説明および学年交流を目的とした。

(2)反省と次年度の検討事項

実施直後の 4月 度学科会議では、次年度の対応

について議論がもたれ、以下の点が反省と検討事

項として挙げられた。

①宿泊オリエンテーションは新入生に限るべき

ではないか。

②宿泊オリエンテーションを行う意味があるの

か。教務的説明や学校生活についての説明な

どは、すべて学内で実施できるのではないか。

③宿泊オリエンテーションは新入生の一体感の

醸成や友人作 り、大学への帰属感の向上など

に役立つことが広 く他大学でも知 られている

ので、次年度も続けるべきではないか。

④学科としてオリエンテーションの在り方を考

え、オ リエンテーションの目的を明確にする

必要がある。そこから宿泊を伴うべきかどう

かが導き出されるのではないか。

以上の①については、会議の席上で学科教員

の合意が得られたが、その他の事項については、

参加学生にアンケー トを採 り、その結果を次年

度に役立てるべきという意見が出され、簡単な

アンケー ト調査を実施することとなった。

(3)学生アンケー ト結果の概要

アンケー トは対象者99名 のうち、実施日当日に

出席した94名 に対 して行い、回収率は100%であっ

た。その結果、70%以上の学生が宿泊オリエンテー

ションについて良かったと答えていることがわかっ

たが、学生間の交流については、ホテルで 2人部

屋であったため、効果を疑問視する声もあった。

また、履修関係の説明については、宿泊を伴う必

要を感 じなかったという意見 もあった。

アンケー トの集計結果を基に、質問 1～質問 5

について該当区分の集計数値を表計算ソフトでデー

タ処理を行い円グラフで表 した。また、それぞれ

の質問に対 し、項目ごとの理由欄に記載がなされ

ているものについては原文をそのまま転記 した。

(図表 1)

3.2013年度宿泊オ リエンテーションの企画

以上のように、2012年度宿泊オ リエンテーショ

ンについては、教員が指摘 した点と参加学生によ

る評価がほぼ合致 し、改善点が明らかとなったた

め、2013年度は、より充実 した内容を盛 り込んで

企画することとなった。なお、宿泊施設の予約時

期や学生数が増えたこと、また、オリエンテーショ

ンの性格や学生数を鑑み、対象者は新入生のみと

し、「国立花山青少年自然の家」を使用すること

とした。この施設では学生12名 ～14名 ほどで一部

屋に宿泊することになるので、2012年度生が指摘

していた「 2人部屋は交流に向かない」という点
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も解消できることとなった。

まず、2013年度のオリエンテーションの目的は、

①学生生活の基本を身につける、②友だちづくり

の 2点 に絞り、履修登録の方法や学生生活の注意

点等、学校事務局や学生総合支援センターで説明

する内容を重複して盛り込むことはせず、同級生

との関係性が強化できるような研修を行うことと

新入生 99名
ア ンケ ー ト寧 怖 数 94
7しな ――トロ 」▼獅

回収 率 100.0%

新入生宿泊オリエンテーションの意義と効果

した。また、教員や新入生の役割分担を考え、 2

日間という短い時間で効率よく研修が進められる

ようにスケジュールを組んだ。

研修資料については学科内で確認 した後、製本

して冊子とし、オリエンテーション前日に学生に

配布 した。

か】つ つ い ヽ

質問①

良かつた 702%

良くなかった 9.6%

どちらでもない 191%

無回答 1 1.1%

合 計 94 1000%

良かった

友人を作るきっかけになつた。
授業の内容を理解することができて、友達や先生方と交流ができたから。

学校のことがよく分かった。

先輩たちとよく話す機会があったから。
友達との距離が一気に縮まつた。

これからの学校生活にとり、必要なことを知ることができた。

良くなかった

時間が少なくて残念だった。

物事の進め方の効率が悪いと思つた。

講義が多く、もっと友達と触れ合う時間が欲しかった。交流会にもつと時間をとつて欲しかつた。
ずっと座りっぱなしで、腰が痛くなつた。
友達ができない人は、部屋で一人でかわいそうだつた。
時間的に美術館見学は要らなかったと思う。
宿泊は1年十だ Iサ で自かっf+黒 う̂

あ らでもない

入学後すぐに行われるのは、どうかと思つた。せめて1週間後など、少し周りのことを知る時間が必要だと思う
入学してすぐの宿泊は、緊張する。
悪くはなかったが、あの内容では学校で出来たと思う。
時間通りに進んでいなかった。

説明の時間が長くて疲れた。

の

質問②

理解できた 90.4%

大体理解できた 1 1.1%

あまり理解できなかつた 7.496

無回答 1 1.1%

合計 1000%

理解できましたか】
あまり理

解できな

かった

8%

大体理解

できた

1%

無回答

理解でき

た

90%

理 解 でき t― ・学校 生活や 、今後 の説 明が分か りやすかった

大 体 理 解 で きた

あまり理解
できなかった

・後日改めて考えてみると、分からないところが多くあつた。
・単位についての説明が曖昧な気がして、不安になつた難しかつた。

図表 1 2012年 度宿泊オリエンテーションアンケー ト結果



4.プ ログラムの概要と実施体制

(1)2013年 度新入生宿泊オ リエンテーションの概

要

①日程 2013年 4月 4日 l■l～ 5日 0
他学科とのスケジュール調整の都合上、 5

日0は研修施設から学校到着後、科目履修に

ついて説明と仮登録を実施

楽しめた
・2年生とビンゴで直接交流ができたから。
・2年生が楽しい企画をしてくれて良かった

あまり楽しめなかつた・ク生 牛 ルの 本 滞 が 不 +会

ヽ

質問④

良かつた 81 86.2%

普通 1 1.1%

良くなかつた 8 8.5%

無回答 4 4.3%

合 計 94 100.0%

【質問⑤ その他、意見・感想など】

②場所 国立花山青少年自然の家 (宮城県栗原

市花山字本沢沼山61-1)

③研修目的 ①学生生活の基本を身につける

②友だちづくり

④研修内容 表 1・ 表 2の とおり

(2)研修の実施方法

研修内容自体は、大学や専門学校の新入生、あ

あまり楽

しめな

かつた
9%

無回答

1%

あまり楽しめなかつた

無回答

良かつた
・ホテルがきれいでよかつた。
・隻 同行 動で方 人との伸 が深まっf‐

普通 ・2年生との交流が不十分

良くなかつた
・食事がまずかつた。
・2人部 屋 は交流 には向かない^二人部屋で気まずい黒い刻 f́‐ ^

その仏  |:鼻 蠍   
轟 驚 鮭 ‰ し、友人との輪が広がらな鴫

意見・感想  |・ 入学後すぐではなく、もう少したつてからの実施がよいと思う。

など     |・初めて会う友達を宿泊するというのはとても緊張する。
・宿泊しなくてもよいのではないか。
・自由時間が少なかつた。
・コミュニケーションカがついたと思う。

図表 1 2012年 度宿泊オリエンテーションアンケー ト結果 (続 き)
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るいは、企業の新入社員を対象にして行うものと

さほど変わりはない。 しかしながら、本学に入学

してくる学生の特徴や今後の授業展開を考慮 し、

いくつかの工夫を行った。また、その際、宿泊場

所として選択 した「国立花山青少年自然の家」が

提供するゲームなども積極的に活用 した。

まず、研修初めには、なるべく多 くの学生と会

話ができるように「名刺交換ゲーム」を行わせた。

実施方法は以下のとおりである。

〈名刺交換ゲーム〉

1.名刺サイズの用紙を10枚配布 し、各自①名前

(フ リガナ)②簡単なプロフィール (出 身、趣

味など)を記入 して名刺を作成する。

2.制限時間を設け、その間自由に歩き回り、出

会った人と挨拶を交わし、簡単な自己紹介をし

た後、ジャンケンをして勝った人が相手の名刺

を受け取る。

3.時間終了後、名刺を多 く獲得 した者を表彰す

る。

学生たちは、ゲーム感覚で自己紹介を行うこと

によって、尻込みせず積極的に相手に挨拶ができ

たようである。

ビジネスキャリア学科では、学生の出欠状況の

管理、また、私語の防止から、授業の際に座席指

定をすることが多い。そのため、授業が始まって

しまうと、学籍番号の近い学生としか話す機会が

なくなってしまいがちである。時間割も空きがな

く組まれているため、席が離れた学生との交流が

途絶えてしまい、いつも同じメンバーでグループ

学習を行うといったことも起こる。そのため、学

籍番号の近い学生とうまく関係性が構築されない

場合、他の学生に相談することができず、孤立す

る学生なども出てくる。このようなことを防止す

るため、また、多様な学生の存在に気づかせるた

めにも、オリエンテーションの場では、なるべく

多 くの学生と接する機会を提供すべきであると考

えたために導入 したものであるが、和やかな雰囲

気の中で、初めて出会った学友の名前を覚え、会

新入生宿泊オリエンテーションの意義と効果

話を交わすことは、研修の導入として効果的であっ

た。

また、 1日 目の夜は、基本的な生活習慣を身に

つけるためのスター トとして、挨拶をはじめとす

るビジネスマナーの基本と「ほうれんそう (報告・

連絡・ 相談)」 の大切さを確認させるなど、社会

人の常識について研修を行った。

大学では学生が主体的に学業に励むことが求め

られる。履修登録のミスや事務局への必要書類の

提出忘れ等は必要単位が取得できなくなり、卒業

延期や中退に結びついてしまうことがある。また、

このような事務処理をきちんと行えないことは、

就職活動や就職 した後の業務に著 しい影響を及ぼ

す。自分自身の行動に責任がもてる人材は周囲に

信頼される。そのためには、学生のうちから、社

会人として常識ある行動ができるように訓練 して

おかなければならない。高校では担任や進路指導

の教員が生徒の生活指導をきめ細やかに行うが、

大学生は社会人になる前の準備期間にあるため、

学生生活を自己責任において管理 していくことを

学ばなければならない。

さらに、規則正 しい生活や集団生活での秩序を

理解させるため、施設が指示する「であいのつど

いJ「 ゆうべのつどいJ「朝のつどい」「別れのつ

どい」を行った。例えば、「であいのつどい」で

あれば、「入所の心構えを確認するとともに、 こ

れからの生活への意欲を高める」ことをねらいと

し、集合・整列 し、団体旗を掲揚 して、施設側か

ら歓迎の言葉をうけるという流れとなっている。

このような儀式に参加することにより、学生たち

は、時間を厳守 して集合 したり、誰かの話を聞い

たりすることの大切さを認識させるという効果が

あった。

このような内容の研修をスケジュールにそって

円滑に進めるには、会場設営や学生誘導を的確に

行う必要があり、各教員が積極的に関与 したもの

の、スケジュールが若千過密で教員の負担が重 く

なった。この点については、今後改善が必要であ

ろう。



表 1 新入生オ リエンテーション日程表 (1日 目)

〈1日 目〉 4月 4日 (木 )

タイム 場 所 内容
所要
艤 闇

教員役割 備考

〈［
古手

集

乗
学生ラウンお
バス 受講番号で分かれて乗車

1号車(受講劇01～ 40)

担当 :

2号車(受講獅.41～ 80)

担当 :

3号車(受講帥 81～ 120)

担当:   ・

15分

◎団長 (  )
○緊急窓口(  )
*写真担当(  )

①乗車呼びかけ(  )
②号車ごと学生点呼
③私用車(  )
④私用車(  )

◎以下の機材手配

○学校携帯
*デジカメ
・PC ・ハント・マイク

①ハンドマイク使用
②ボード&名簿準備
③学生緊急対応

出 発 バラく 1時間
50分

到着 花山青少年自然の家 誘導(  ) ハンドマイク使用

15:25 集 合 オリエンテーショ牙彗 ≪出会いのつどい≫
・施設職員から注意事項等
・宿泊中の役害1等の説明

(‐ 書E屋代寿 艤シーツ十日当)

10分

司会(  )

担当等の説明(  ) シーツ受取等の役害1や
場所

移動 冒泊室 荷物の運び入れ(各 自)

シーツ受け取り

(0シーツ担当)

同室者顔合わせ

20分

・入所手続(  )
・シーツ貸出場所待機→

配布(  )

移動 大研修室(2つ

(男 子学生のみ )

・会場設営 (男 子学生 )

一 F牛に大III修 室 (2F)ヘ

・会場設営(  )
里14教 昌指果 机・イスの搬入等

15:5[ 集 合 大研修室(2D
【研修Э】
・開会の挨拶
・学科長挨拶
・教員紹介
・スケジュール&注意事項説明
・自己発見検査
・学生個人調書の記入→回収
※終わらない人は研修③で

'名 刺カードの配布&記入説明
(自 己紹介ゲームで使用)

50分

司会(  )
(  )1分
(  )1分
(教員自己紹介)7分

(  )5分
(  )20分
(  )10分

(  )5分
・教員も作成する

1人 1分以内厳守

個人調書記入中に

名刺カー鵬 布
名前 :フリガナ・趣味

等を記入させる

務 動 (ト イレ休 憩を含む ) 10うヽ

集合 つどいの広場
※荒天時は
オリエンテーション室

`以
下 曰い

≪タベのつどい≫

愉国旗。所旗降納 (学生4名 )

艤学生代表発表(学生 1名 )

・檀終菫誦

15分

司会 (  )
連絡事項(  )
夕食の場所・取り方
合物 71ノ J1/ギ~

移 動 (ト イレ休憩を含む )

17:25 集 合 堂

ワ:J一
夕 fむ (部屋ごと、部屋代表開始終了挨拶)

合 菫 終 f士つ:l一々イノ、

55分

18:25 集 合 オリエンテーシヨン軍

18:30 【研修②】
・自己紹介ゲーム 45分

司会 (  )
(  )
ギ手r   ・   らヽ合

賞品準備
・上価 人
・仝 室 扉 右 ヨ 台り童 旱

移 動
′
｀イ lノ 株 憩 多合 お ヽ

集 合 大 研 修 軍 (2D

【研修③】
※学生個人調書回収
・将来の自分をプロデュース
・挨拶とお辞儀
・身だしなみ
・名札の着用
・ホウレンソウ
・時間厳守 (5分前行動)

・翌日のスケジュールと注意
・初日終了の挨拶

70分

司会(  )
(  )
(  )25分
(  )45分 ‐

1補滋踏嘗
やま

21:15～ 2■50うぐし
こと握

回収箱設置 (

Pc・ プロジェクター

スクリーン設置

尋は宿泊室による

よう。きびたき・

どり・かつこう
すヽ・いわつばめ・

E・ わ腱

20:40

21150

フリー
浴室
女子 (山の湯 )

早子
`ル

の場)

入浴 &フリータイム
*ドライヤーの使用制限厳守
(洗面スペースで1合のみ )

70分 男性教員 (花の湯 )

女性教 員(卑 の場 )

22:OC 就 虐 教 昌 層省 会 諮話 室 (お おる しJ)にで
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表 2 新入生オ リエンテーション日程表 (2日 目)

〈2日 目〉 4月 5日 (金 )

タイム 場所 内容
要

闇

所

唐 教員役割 備考

起 床 宿泊室 ・起床
・身支度
*ドiイヤーの使用制限厳守
(洗面スペースで1台のみ)

・清掃 (宿泊室・共有スペース)

・毛布たたみ
・シーツ板去口

`艤
シー・ヽJI日 当ヽ

集合 つどいの広場 ≪朝のつどい≫

勒国旗・所旗掲揚 (学生4名 )

勒学生代表発表 (学生1名 )

・スケジュール説田ル津音

15分

司会(  )

(  )
フリー 食堂 朝 徐軟部屋ごと、部屋代表 開始終了挨拶 )

食事後はフリータイム
宿泊室完全退去
(プレイルームロッカJこ荷物移動、
音重品l土 白戸管理)

60分

移 動 宿泊室

(■ 音F屋代表)

大研修室 (2F)

`多
∩44h仝 昌ヽ

施設職員による室内点検
■部屋代表立会い

(ト イレ休顕存合お)

20分

教員側立会い(  )

集 合 大研修室(2Fl

9:05 【研修④】
・2日 目開始の挨拶
=前日の復習(挨拶'お辞儀)

・事例研究「sきス′の学牛牛活 |

85う) 司会 (

(  )
(  ・

＞

　

　

会
)15分

10:251 (休憩) 10`゛

大研修室(2D 【研修⑤】
6人 ×20チニム

・漢字ゲーム
・ココどこオリエンテーリング
・研修終了の挨拶

喘
麟

司会(  )
(  )書 記(  )
30分程度
60分γ90分

(   )

ホワイトホ
・

=卜
1点数言己入

表彰 (上位5チ■ム )

賞品あリ
ー ‐

早めの終了マ昼食ヘ

12:25 集 合 食堂 ・男子学生 は大研修室行 1尋 大研修室復帰(男性教員)

12:30

ワ Il_
昼 食 (部屋にこだわらず取って可)

合 菫 終 l■ フ l―々ィ ノ、

60分

集合 つどいの広場 ※荷物を持って集合
≪別れのつどい≫
●学 牛 仕 寿 栓 泌

`堂
41夕 ヽ

10分
司会(  )

集 合 ¨ 記念撮影 (場所は当日指示) 10`ヽ 整列才旨示 (

△口
苦手

集
乗 バ ラく 1号車(受講討ol～ 40)

担当 :

2号車(受講抽.41～ 80)

担当 :

3号車(受講No.81～ 120)

相当:   ・

10分 退所手続(  )
①乗車呼びかけ(  )
②号車ご辟 生点呼
③私用車(  )

請求書受け取り
①ハンドマイク使用
②ボード&名 簿準備
③学生緊急対応

出発 バ ス 1時間
50今

15:50 到 着 青葉短大 学校に報告 ( 請求書の処理
16:05 集合

題 動

301教室 ・冒泊オリエンテ
=シ

ョン終了宣言
・履修輸 の説日Л‐ ■    ‐

( | )■事務局今引継
(■ 橋キャシパス菫落ヽ|

全教員立ち会い

16:05

17:35

〈
口
″^

集
確

情報・語学室 「PC仮登録 1時間
80/7■N

(五橋キャンパス事務 )

部屋名 係 担当者名

部屋代表 名簿参照

勒 シーツ担当 名簿参照

勒 国旗・所旗降納 ( )( )( )

勒 国旗・所旗掲揚 ( )( )( )( )

錮 学生代表
タベのつどい (

別れのつどい (

)、 朝のつどい (

)

)



表 3 高等教育段階の中途退学者の状況

【中途退学者の状況 (学校種別)平成20年度末 (3月 20日 時点)】

(資料)各大学等の授業料滞納や中退等の状況調査 (平成21年 3月 20日 時点及び平成20年 3月 31日 時点)

(1)調査対象 :国 。公 。私立大学、公・私立短期大学、高等専門学校1.225校

(2)有効回答 :計 1,148校 (937%)

出所)文部科学省(2010)各学校段階における卒業者・ 中退者の状況(一部推計)

5.宿泊オリエンテーションの効果

2013年度の宿泊オリエンテーションの効果とし

ては、以下の点が教員から報告されている。まず、

ゼミ担当の教員やグループ学習を実施する授業を

行った教員からは、行事やグループワークに積極

的に参加する学生が増えたという報告があった。

また、授業中も教員の注意に素直に従う学生が多

く、授業運営がしやすいという話もあった。授業

中の私語は全くなくならないというわけではない

が、例年に比べて少ないとの感想も聞かれた。

また、本学科では年 2回、学生の個別面談を行っ

ている。 1年次の面談内容は「①大学生活に慣れ

たか、②人間関係で不安なことがあるか、③健康

面で不安なことがあるか、④勉強にはついていけ

ているか、⑤今、希望している履修コースは何か、

⑥就職について家族と話し合っているか、⑦その

他」である。 1回 目の面談は5月 から6月 にかけ

て実施される。個別面談の結果、概ね①の回答は

「はい」、②の回答は「いいえ」のが殆どであった

ことから、宿泊オリエンテーションの目的である

「学生生活の基本を身につける」、「友だちづくり」

の 2点 に対しての効果が確認できた。

さらに、上記②において、現在行動を共にして

いる友人との出会いは「いつ・ どこであったか」

を学生に質問したところ、宿泊オリエンテーショ

ンで仲良くなったと回答した学生が圧倒的に多く、

次いで同じゼミのメンバーであった。また、興味

理由

国立 公立 私立 高専 計

退学者数

(人 )

構成比

(%)
退学者数

(人 )

構成比

(%)
退学者数

(ノ人、)

構成比

(%)
退学者数

(人 )

構成比

(%)
退学者数

(人 )

膚旨月ヽ上ヒ

(%)

学業不振 654 93% 98% 5,565 140% 149% 6′ 536 132%

学校生活不適応 20% 55% 2′ 072 52% 56% 2,359 48%

経済的理由 89% 102% 6,944 175% 4 03% 7.715 156%

就職 201% 114% 4′ 851 122% 117 97% 6′ 533 132%

転学 112% 192% 5,616 141% 397% 7′ 150 145%

海外留学 09% 11% 05% 0 00% 06%

病気・けが・死亡 50% 111 79% 2,775 70% 29% 3.272 66%

その他 2,969 424% 363% 11,558 290% 325 269% 15,359 311%

合計 6′ 998 999% 1′398 1014% 39,791 995% 1,207 1000% 49,394 996%

【中途退学者の状況 (学校種別)平成19年度末 (3月 31日 時点)】

理由

国立 公立 私立 高専 計

退学者数

(人 )

構成比
(%)

退学者数
(ノ人、)

構成比

(%)
退学者数

(人 )

構成比

(%)
退学者数

(人 )

構成比

(%)
退学者数

(人 )

構成比

(%)

学業不振 93% 96% 6′ 703 135% 135% 8,070 127%

学校生活不適応 23% 60% 56% 66% 3.213 51%

経済的理由 932 89% 97% 157% 07% 8′893 140%

就職 2′ 171 207% 132% 6′ 565 133% 103% 144%

転学 113% 194% 7.362 149% 353% 149%

海外留学 06% 10% 09% 3 02% 09%

病気。けが。死亡 43% 56% 3′ 293 66% 25% 3′882 61%

その他 426% 367% 14,335 289% 313% 19.987 315%

合計 10,512 999% 1,743 1012% 49′ 541 994% 1′ 625 1006% 63,421 996%
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深かったのは入学式の席が隣 りだった、「仙台青

葉学院短期大学ビジネスキャリア学科の入学者」

を呼びかけたツイッター等により、面識のない段

階からメール交換によってすでに意気投合 してい

る現象もみられた。宿泊オ リエンテーションで 2

日間寝食共にすることで、さらに友情が深まった

という回答も得 られた。

退学者についてみてみると、入学者 119名 のう

ち2014年 1月 30日 現在、 3名 であり、退学率は

2.52%で あ る。 大 学 中退 率 は10%(OECD
EducatiOn at a Glance 2012)、 12%(日本中退

予防研究所「中退白書2010」 )の報告から、大学

中退率は10%～ 12%と いわれている。表 3は、文

部科学省の各学校段階における卒業者・ 中退者の

状況 (一部抜粋)であるが、大学・短期大学・高

等専門学校のみを対象としており、中退者数は約

6.9万人 と推計されているが、本学の退学率は 2

%台 にとどまっており、宿泊オ リエンテーション

の効果は大きいといえる。

6.今後の課題

冒頭にも述べたが、ともに学ぶ仲間の存在は、

学生生活を充実させ、また、困難なことが生 じた

際に乗 り越える原動力ともなる。早期段階で友人

関係の構築と学内での居場所づ くりは学生生活に

大きく影響する。そのきっかけの一助となるオ リ

エンテーションの内容が望まれる。

2013年度の宿泊オリエンテーションは、費用面

から見ると格安であったが、様々な活動について

は教員の準備や実施の負担が大きかった。今後は、

開催場所の変更を含め、カリキュラムの内容を精

査し、少ない教員数でも効率よく実施でき、かつ、

研修効果が最大となるよう工夫が必要であろう。


