
アメリカの大学学習支援 
-ピア・サポートを中心に- 
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ピア・サポートとは 

同じ立場の当事者同士が互いに助け合うこと。 
ピアは「仲間・同等者」の意。 
（現代用語の基礎知識） 

学生が学生を教えるチューター制度 
授業外支援 



日本の大学におけるピア・サポート 

学習支援に関わらない 
先生方との関係に 
気を遣う… 

学習支援というより 
PCソフトの扱いなど 
技術的なことばかり 
質問される… 

相談件数が 
なかなか増えない… 



アメリカの大学における 
ピア・サポート 



訪問先の2大学 

サンフランシスコ市街 
カリフォルニア大学 
バークレー校 (2/20) 

カリフォルニア州立大学 
イーストベイ校 (2/19) 

Map data ©2015 Google, Nakahara 



カリフォルニア州の大学システム 

大学システム 年数 課程 在籍学生数 特徴 

コミュニティカレッジ 
California Community College 2年制 準学士 約290万人 

州内住民のための
高等教育・生涯教
育の場 

カリフォルニア州立大学 
California State University 4年制 学士 

修士 約40万人 中等教育従事者
の養成 

カリフォルニア大学 
University of California 4年制 

学士 
修士 
博士 

学生18万人 
院生4万人 

研究機関 
全米トップレベル 



カリフォルニア州立大学イーストベイ校 
California State University East Bay 



カリフォルニア州立大学イーストベイ校 

• 略称：CSUEB 
• カリフォルニア州ヘイワード市 
• 1957年設立 
• カリフォルニア州立大学（23校）のうち1つ 
• 総合大学 

– ビジネス＆経済学 
– 教育学 



SCAA: CSUイーストベイの学習支援拠点 
Student Center for Academic Achievements 



SCAA ＠CSUイーストベイ 

• 大学図書館内の一角を利用 
• 学生チューターによる学習支援を実施 
• 運営主体：図書館 
• チューター：38名（2015年2月時点） 
• Math / Statistics/ Writing の3分野 

– Online Writing Labo（OWL）の実施 



SCAA ＠CSUイーストベイ 

• チューターの利用法 
 
 
 

• オンラインの活用 
– Online Writing Labo (OWL) 
– e-tutoring: 学部生限定 

チューターの利用法 予約 時間 
Drop-in Tutoring 不要 30分間 

Weekly Standing Appointment 要 学期中毎週1時間 
One-hour Appointment 要 1時間 



SCAA ＠CSUイーストベイ 

• チューターのモチベーションの高さ 
–成績評価に直結 
–就職活動で有利 
– チューター同士で活動を相互評価 

給料以上の価値 



カリフォルニア大学バークレー校 
University of California Berkeley 



カリフォルニア大学バークレー校 

• 略称：UCバークレー 
• カリフォルニア州バークレー市 
• 1868年設立 
• カリフォルニア大学（10校）の旗艦校 
• 総合大学 
• 世界的に有名・高評価 



SLC: UCバークレーの学習支援拠点 
Student Learning Center 



SLC ＠UCバークレー 
• 図書館外の施設 
• 1973年設置 
• Division of Teaching, Learning, 

Academic Planning and Facilitiesの管轄 
• 学生チューターによる学習・研究支援を実施 

– チューター：250～300名 
– スタッフ：20名（修士号・博士号取得者） 
※オンラインでの質問は受け付けない 



SLC ＠UCバークレー 

Math and Statistics Interdisciplinary Resources 
for Transfer Students 

Science International Student Program 

Social Sciences Study Strategies 

Writing Undergraduate Course Facilitator 
Training & Resources 

チューターの対応分野 研究支援分野 



SLC ＠UCバークレー 
• チューターの利用方法 

– Drop-in Tutoring 
– Study Groups 
– Adjunct Courses 
– Mock Exam 
– Workshop 
– Summer Programs 
  ...and so on 



SLC ＠UCバークレー 

• チューター同士のコミュニティの形成 
–先輩チューターが新入チューターを指導 
–卒業生の集い 

大学に対する 
帰属意識の高まり 



SLC ＠UCバークレー 

• SLCと図書館 
– Moffitt Libraryでのワークショップ開催 
–研究の手順や手法 
–研究論文の書き方 
–図書館の使い方 

C. V. Starr East Asian Library 
Seminar Room >>> 



大学のピア・サポートの展望 



前提 

• 一概にアメリカの制度を真似することはできない 
–大学や学生を取り巻く社会状況の違い 

• 日米共通して抱えている問題点の存在 
–学生がレファレンスツールを使いこなせない 
– オフィスアワーを実施しても学生が来ない 

どんな学生にどんな支援をするのかを 
支援者側が把握することが必要 



アメリカの大学のピア・サポートの環境 

学生 チューター 

図書館 教員 

学生の多種多様さ 
 社会人経験のある転入生 
 英語が不自由な留学生 
 経済状況の不安定な学生 

学生チューターの意欲の強さ 
 就職活動・成績評価に有利 
 経済的な支援 
 チューター独自のコミュニティ 
 充実した研修 

大学図書館の役割 
 サブジェクト・ライブラリアンの存在 
 研究支援の窓口 
 各種ワークショップの開催実績 

教員との関係 
 学生の「学習」の補助にまで
手が回らない 

 オフィスアワーを利用する  
学生の少なさ 



日本の大学のピア・サポートの環境 

学生 チューター 

図書館 教員 

学生の属性は限定されている 
 ほぼ全員が高校からの進学者 
 高大接続のミスマッチ 

大学図書館という資源 
 空間・コンテンツを常時提供可能 
 ワークショップ・講習会開催実績 

大学からどんな価値を提供できるか？ 大学からどんな価値を 
提供できるか？ 

資源価値を 
高めていくには？ 



参考資料 

• Student Center for Academic Achievements (SCAA) 
 http://www20.csueastbay.edu/library/scaa/ 

 
• Student Learning Center (SLC) 
 http://slc.berkeley.edu/ 



Thank you for listening. 
alc-info@chiba-u.jp 
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