
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ラーニングコモンズとは、学生さんの主体的でアクティブな知的創造を支援する空間です！ 

 二つのラーニングコモンズ、一つは図書館、もう一つは、１号館の『キャンパステラス』です。※ 

自由発想のもと大いに活用してください。では、二つのラーニングコモンズをご紹介します！ 

※『キャンパステラス』とは、学生と教職員の応募作品の中から投票により選ばれた名前です。「机もイスもさまざまな色があり、 

いろんな用途に使ってほしい」という作者（リハ学科匿名希望さん）の思いから付けられました。 
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ラーニングコモンズ特集！！ 

4 月にオープンした二つのラーニングコモンズ

を紹介します。 
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図書館長より皆さんへ 

 

 図書館外のラーニングコモンズにキャンパステラスという名前がつきました。窓ガラスの多い明

るい雰囲気で、テラスという名前がぴったりです。これから是非、多くの人々が集う、文字通り我

がキャンパスのテラスになって欲しいと願っています。そして、集った皆さんの夢や希望の輝きが

キャンパスをきっと明るくテラスことでしょう。既に 7月から月曜のお昼休みに隔週で『私の部屋

でランチを』を催しています。キャンパステラスをいろんな皆さんのお部屋に見立て、お話を聴い

たり、映像を見たりと、互いの見聞、見識を広げることにつなげられれば、あるいは新たなつなが

りができる場になればと思っています。他にもミニコンサートで演奏を聴かせてもらったり、ビブ 

リオバトルをしたりと、様々な企画を考えたいと思っていますので、皆さんも是非アイデアをお寄 

せください。 

 我々の脳は基本的に無から有は生み出せません。皆さんも幼い頃から、いろんなことを教えても

らい、あるいは実際に体験して成長し、やがて何かのきっかけで医療職に憧れ、興味を持ったはず

です。若い時にいろんな人の体験のエッセンスを見聞きすることは 例え 30分でも貴重です。また

体験と同時に様々な感情が我々の脳内に広がり、時と場合によってはそれが誰かの脳の中で大きな

変化をもたらし、その後の人生に強く影響を与えることもありうる訳です。どんな内容がどんな人

にどんな影響をもたらすのか、それは誰にもわかりません。だからこそ、内容を限定せず、枠にと

らわれない様々な内容で企画し続けることが重要だと思っています。これから末永くキャンパステ 

ラスをよろしくお願いします。                    図書館長 飯山準一 

ラーニングコモンズ特別企画 

『私の部屋でランチを』 

 4月から 隔週月曜 12：15-12：45 絶賛開催中！！ 

      （第 2 回『防煙について』演者は学部 1 年生） 

「ラーニングコモンズをまず知ってもらうために何を

しよう？」と図書館運営委員会やワーキンググループで検

討し、「サイエンスカフェをもっと幅広くしたものをやっ

てみよう！」と飯山館長のご提案。研究・教育・学修に関

することだけではなく、趣味やスポーツ、経験談など、演

者の生（なま）の声で学生さんが「人」やさまざまな「体

験」を学び、ディスカッションができる場にしようと始ま

りました。将来、医療従事者として「人」に寄りそう学生

さんにとって大きな学びの場になることを願って現在開

催中です。 

 

『私の部屋でランチを』第１回～第 10回まで 

第１回 図書館長 飯山準一『一病息災を目指して』 

第２回 基礎セミナー学部学生 1 年次『防煙活動につい 

てたばこについて学ぼう』 

第３回 医学検査学科 古閑公治『振り返ればそこに 

出会い』 

第４回 学長 﨑元達郎『熊本地震に思うこと』 

第５回 リハ学科４年トライアスリートクラブ『ぼくら 

の挑戦 長崎国際トライアスロン大会』 

第６回 医学検査学科 杉内博幸『パラリンピックへの道 

目指せ、2020 東京』 

第７回 看護学科 竹熊千晶『それでも人生に「のさり」 

という！？NPO ホームホスピスわれもこうの 

活動』 

第８回 リハ学科 申 敏哲『未知の世界への挑戦』 

第９回 共通教育センター 向井良人『デジタル一眼レフ 

の世界』 

第 10回 共通教育センター 渡辺雄一『札幌、ハワイ、 

阿蘇、カリフォルニア――私と大学と教会』 

第 11回は、献血活動担当の学生さんの予定です。 

こうご期待！ 

 

○ラーニングコモンズ ワーキンググループの活動 

各学科の教員と事務職員、図書館員でラーニングコモ

ンズの運用について話し合い、より活発に皆さんに利

用していただくための活動を行っています。 

オープニングイベントとして、『私の部屋でランチを』

や、支援活動としては、ＩＴサポートやスタサ（学修

や学生生活などの相談）、文献検索サポート等を行って

います。 

（ある日のスタサ 

竹永先生） 

学生さんの要望を聞くことを目的に学友会とのミーテ

ィングを行いました。学友会の皆さんから社会人マナ

ーや実習時のマナー講座の開催要望やパソコンの設置

希望が出されました。その後、各種マナー講座の開講

やノートパソコンの貸出が開始されました。 

（マナー講座 就職支援センター） 

ノートパソコンは、今後増設する予定です。また、タ

イピング講座やビブリオバトルも予定しています。 

（観葉植物を置き 

備品配置の工夫も） 

ご意見箱は、キャンパステラス、図書館それぞれに設

置していますので、学生の皆さんのご意見、ご要望を

お待ちしています。 

皆さんの自由発想でラーニングコモンズをバージョン

アップしていきましょう！ 



データベースや EJ(電子ジャーナル)・ 

EB(電子ブック)は学内全体で使えます!! 

ドラセナコルジリネ 

ドラセナ 

アルティシマ 

癒しの観葉植物たち

が仲間入りしました。

可愛がってください。 

出入口 

 

  ラーニングコモンズ 
BIGPAD（電子黒板）を使っ

てディスカッションしたり、

授業を行ったりすることが

できます。 

アクティブエリアＡ 

多目的ラーニングエリア 

BIGPAD（電子黒板）を使って発表!! 

座ったまま利用できるホワイトボー

ドも複数あり、グループワークに活

用しています。 

2 部屋あり、それぞれ最大 14 人で利用で

きます。 

BIGPAD やパソコンがあり、発表の練習や

DVDの視聴も行えます。 

机や椅子が可動式なので、小グループを作

ることもできます。 

グループ学習室 個別学習エリア 

一人で静かに勉強した

いときに利用できま

す。仕切りがあるので、

周りを気にせず集中し

て勉強することができ

ます。 

個別学習エリア横の

壁には、﨑元達郎学

長が描かれた絵画

「林間」が展示して

あります。 

図書館で本を借りて 

キャンパステラスへ 

キャンパステラスで

必要になった資料を

探しに図書館へ 

アクティブエリアＢ-Ｅ 

少人数のグループ学習ができます。可動

式の机と椅子なので、人数によって自由

に動かすことができます。 

ホワイトボードも設置されています。 

図書館 

キャンパステラス 

グループ学習エリア 

少人数のグループ学習や個別学習に

は、こちらのエリアをどうぞ。 

ホワイトボードの利用やパソコンの

貸出も行っています。 

OPACやネット検索も OK！! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『館内ラーニングコモンズ常連さんへインタビュー』 

 

リハビリテーション学科 理学療法学専攻 

岩下佳弘先生 

 

●場所として選んでいただいた理由 

ＰＣ搭載でインターネットに接続されている大画面モニターが設置してあり少人数のグループで、特にクロ

ーズでないカンファレンスを行うにはいい環境設備だと思ったからです。 

●利用してみての感想 

インターネットに接続された大画面モニターは大変重宝しています。これからも利用していきたいと思って

います。 

●今後の要望 

ＰＣ立上のための電源スイッチが分かりにくかったり、USBメモリーを差し込む場所が分かりにくく、差し込

みにくい位置にあるので、分かりやすく、接続しやすくしてほしいと思います。 

ピアサポ（学生サポーター） 

医学検査学科 4年 1311055 瀬崎摩理 

 

●キャンパステラス(1501)で活動して感じたこと 

他の教室に比べ、開放感があり、生徒がより出入り

しやすい環境だったと思います。また、机とイスが

多数あるので、人数に応じて席の工夫ができ、集団

で来られた生徒への対応もしやすく感じました。 

●図書館で活動して感じたこと 

図書館では、1年生を対象としていたので、はじめ

て来るような人が多く、授業の取り方や履修登録だ

けでなく、図書館の利用の仕方などにも触れる機会

を持つことができるので、今後の学生生活で図書館

に足を運びやすくなるように感じました。 

●今後、やってみたいこと 

図書館のアクティブエリアを利用した各学科の相

談対応練習であったり、グループ学習室の BIGPAD

等を利用した学習相談といったことに取り組んで

みるのも新しい発見があるのではと思います。 

●ラーニングコモンズへの要望 

まだまだラーニングコモンズの使い方や何ができ

るのか、よく分からないという声を聞きます。使用

方法を形式化したものを書面にし、掲示板にはるほ

か、学内メールで紹介してみるのもよいのではない

かと思います。 

ピアサポ（学生サポーター） 

リハビリテーション学科ＯＴ3 年 

 

●キャンパステラス(1501)で活動して感じたこと 

開放感があり、話しやすい雰囲気だった。 

●今後、やってみたいこと 

西里の地域の人たちと交流できるイベント。 

●ラーニングコモンズへの要望 

もっと入りやすい雰囲気づくり。 

ピアサポ（学生サポーター） 

リハビリテーション学科ＳＴ2 年 

 

●キャンパステラス(1501)で活動して感じたこと 

広々として良いと思いました。オープンキャン

パスも売店前でしていた時より充実していたと

思います。 

●今後、やってみたいこと 

学科・専攻の交流会。 

●ラーニングコモンズへの要望 

ピアサポ活動の際に、少し入りにくさがあると

感じます。 

『ラーニングコモンズで活動してみてのご意見・ご感想』 

○ラーニングコモンズ活用風景 

キャンパステラスと図書館のラーニングコモンズを利

用し、医学検査、看護、リハビリ各学科 4 年次が「チ

ーム医療」の一つの課題に取り組んでいます。小型の

ホワイトボードや電子黒板を使いながら、各担当の意

見を出し合います。発表に向けてこれからまとめに入

ります！ 

○お知らせ 

１．国家試験対策としての図書館開館について 

国家試験直前の日曜（2 月）特別開館を予定してい

ます。また、国家試験終了後は、開館時間が変更に

なります。 

通 常 期  平日開館時間 9:00-21:00 

土曜開館時間 9:30-18:00 

２月２７日～ 平日開館時間 9:00-18:00 

４月授業開始日～夏季休暇まで 

平日開館時間 9:00-21:00 

土曜開館時間 9:30-18:00 

        ホームページの開館カレンダーもご覧ください。 

    キャンパステラスの開室状況もホームページで 

確認できます。 

 

 ２．大学ホームページにラーニングコモンズのページ 

を開設しました。 

大学紹介のページからご覧ください。利用方法等詳

細は図書館のホームページへリンクしています。ま

たキャンパステラスのカレンダーもありますので

どうぞご覧ください。 

○編集後記 

ラーニングコモンズオープン直後に熊本地震があり

ましたが、被害は少なく、5 月には通常利用可能でし

た。今は試行錯誤しながら、ワーキンググループの先

生方とアクティブラーニングの支援活動中です。チー

ム医療実習や学修指導、各種発表などに大いに活用中

の様子をこれからもお伝えします。 
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○熊本地震のご支援へのお礼 

 熊本地震では、皆様に大変ご心配をおかけいたしまし

た。また、お見舞いや ILL 相互利用では、複写料金の

の無料サービス等、ご支援いただきまして、教員、学

生ともども大変感謝しております。ありがとうござい

ました。 


