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APハウスにおける
混住型教育寮の取り組み

立命館アジア太平洋大学

スチューデントオフィス課長 辻井英吾

大分市

別府市街

APU
APハウス(寮)
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キャンパス

APハウス1.2
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カ国・地域から5,963名が学ぶ
国際学生3,008名と国内学生2,955名90
＊国際生比 50 .4％ 正規学生96 .6％

外国籍教員 87名 （50.6％）／25か国・地域

大学概要

国・地域別学生数トップ１０ 希少国・地域

国・地域 学生数
1 大韓民国 539
2 ベトナム社会主義共和国 461
3 中華人民共和国 425
4 インドネシア共和国 404
5 タイ王国 278
6 バングラデシュ人民共和国 118
7 台湾 80
8 ネパール連邦民主共和国 69
9 スリランカ民主社会主義共和国 68

10 インド 67

モルディブ共和国 エルサルバドル共和国
イラン・イスラム共和国 ガイアナ共和国
レバノン共和国 パプアニューギニア独立国
トルコ共和国 ニウエ
ブルキナファソ キリバス共和国
サントメ・プリンシペ民主共和国 マーシャル諸島共和国
カメルーン共和国 バヌアツ共和国
コードジボワール共和国 ジョージア
モザンビーク共和国 ベルギー王国
ルワンダ共和国 オーストリア共和国
セネガル共和国 ブルガリア共和国
南アフリカ共和国 エストニア共和国
スーダン共和国 モルドバ共和国
タンザニア連邦共和国 ポーランド共和国
アルゼンチン共和国 ロシア連邦

国内学生

地域別入学者割合
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APハウス施設概要

2000年4月
APハウス1 424室（シングル）

2001年9月
APハウス2 508室（シングル）

2007年4月
シェアタイプ増築 378室

計 1310室

APハウス入寮状況

□ 2018年5月現在

52カ国地域からの学生1159名（入居率88.5％）が在寮

国際学生51.8％・国内学生48.2％ ほぼ半数が日本人学生

女子学生618名（53.3％）・男子学生541名（46.7％）

□ フロア編成

各棟１Ｆは男子のみ、５Ｆは女子のみ（シングル居室）

各棟１Ｆ・４Ｆは男子のみ、２Ｆ・５Ｆは女子のみ（シェア居室）

他フロアは男女混在

シェアは国際学生と国内学生のペア
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APハウス運営・ルール

□ 運営

業務委託

学生部スチューデントオフィス

ＲＡ（レジデントアシスタント）64名

□ ルール

寮生以外の立ち入りは「8：00～22：00」まで

成年の飲酒は居室内のみ

成年の喫煙は喫煙スペースのみ

フロアミーティングやキッチンデューティー（ＫＤ）への参加

など

ＲＡ（混在寮運営の根幹 Ready to help Always there）

□ 2回生を中心とした64名の学生組織

ガイダンス→書類審査→グループ面接→個人面接

ほぼ100％の志願者が寮生

□ リーダーズ3名はRAの投票で決定 他に棟リーダー6名

□ 毎セメスター開始前にRA研修実施（合宿含め10日間前後）
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RA研修
時間 月曜日MONDAY PRIORITY火曜日TUESDAY PRIORITY水曜日Wednesday Priority 木曜日THURSDAY PRIORITY金曜日

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00 リーダーズ&オフィスから AED 新人ケーススタディ カウンセリング（新人） ピックアップ

9:30 RAとは ↓ ↓ ↓ ↓

10:00 ↓ ↓ ↓
↓　カウンセリング（新

人）終了
↓

10:30 ↓ ↓ ↓ 問題解決 ↓

11:00 RAルール ↓ ↓ ↓ ↓

11:30 APハウスルール ↓ 昼食 昼食 退寮

12:00 昼食 昼食 ↓ ↓ 昼食

12:30 昼食 昼食
IES(新人・特別セッ

ション)

IES(継続・特別セッショ

ン)
昼食

13:00 ヘルスクリニック MBTI 　↓ 　↓ イベントの作り方

13:30 ↓ 　↓ 　↓ ↓ ↓

14:00 　↓ 　↓ 　↓ ↓ ↓

14:30 ↓ 　↓ 　↓ ↓ 備品・施設

15:00 メディカルクライシス 　　↓ 　↓ ↓ 財務

15:30 災害・緊急対応 　　↓ 　↓ ↓ ↓

16:00 ↓ 　　↓ 　↓ ↓ ↓

16:30 　↓     ↓ 　↓ ↓ アーカイブ

17:00 ↓ 終了 　↓ ↓ チームリクルートメント

17:30 終了 終了 終了 ↓

18:00 終了

ＡＰハウスにおける交流促進

□ フロアミーティング

月に1回・各フロア単位でＲＡが運営するミーティング

事務連絡や「市民生活講座」を実施

＊市民生活講座とは、交通法規やSNSマナー、飲酒喫煙、
住居契約、医療機関受診などの指導

□ キッチンデューティー（ＫＤ）

ＲＡと寮生が共有キッチンを当番制で清掃

公衆衛生を意識し、生活マナーやルールをコミュニティの一
員として責任を自覚する
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APハウスにおける交流促進

□ フロアイベント

各フロアでＲＡが主催する寮生の交流活動

食事会や誕生会、入寮時のウェルカムイベントなど

□ 棟イベント

全6棟の棟ごとの寮生を対象とした200名規模での交流企画

□ 世界祭（World Festival)

毎年6月に実施する寮生全員を対象とした交流企画

□ カウントダウンイベント

大晦日に年末年始を過ごす寮生に向けた交流企画

APハウスでのこれまでの企画

APハウスセミナー Language Community

スピーチコンテスト など
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今後の取り組み

＜ミッション＞ 

APハウスは、立命館アジア太平洋大学（APU）の基本理念—「自由・平和・ヒューマニティ」 

「国際相互理解」「アジア太平洋の未来創造」—に則り、包摂的で、安全で、十分に維持された寮生活環

境のもと、グローバル・ラーニングを推進する APU における人材育成の取り組みの一環として、学生の

主体的な学びと人間的成長に資するプログラムおよび機会を提供します。 

＜ビジョン＞ 

AP ハウスでの多文化共生を基本とする日々の生活の中で、学生たちは、文化や価値観の違いを越え

て相互理解を深め、直面する問題を平和的かつ創造的に解決します。このような経験を通して、学生たち

は、「世界市民」として国際社会で活躍する人材が備えるべき、世界を変えていく力を身につけていきます。 

＜バリュー＞ 

AP ハウスは、学生たちが共同生活を通じて、以下に掲げるコンピテンシーを獲得できるよう学生の学

びと成長の視点に立ってコミットします。 

● 自己管理／主体性： 学業中心の規律ある生活習慣の確立を促し、自ら目標を設定し、その達成に

向けて主体的に学ぶことができるよう学生を支援します。 

● コミュニケーション： 学生たちがより多くの人たちと意思疎通ができ、良好な人間関係を構築できるよ

う、プログラムおよび機会の提供に取組みます。 

● 言語運用力： APUの 2言語教育環境への適応のために、日英両言語の基礎的かつ日常的な運用

能力の獲得に取組みます。 

● 共感／多様性理解： 他者を尊重し、文化や価値観の違いに対する寛容性をもち、主体的に信頼関

係を構築できる学生の育成に取組みます。  

● 柔軟性／チームワーク： 柔軟に他者の様々な意見を取り入れ、解決策を導き出すことができる学生

の育成に取組みます。 

● 市民性： 市民生活上のマナーやルールを理解し、社会やコミュニティの一員として責任をもって行動

できる学生の育成に取組みます。 

● ウェルネス： 心身ともに健康的な生活を送ることができるよう、学習プログラムおよび機会を提供し

ます。 

□ APハウスのミッションとコンピテンシー

今後の取り組み

コンピテンシー 定　義 レベル１（１点） レベル２（２点） レベル３（３点）

1 自己管理

自己を客観的に捉えて、厳しく律しな
がら、向上心をもって高めようとする。

与えられた目標に対して、生活習慣や時間の
使い方を考えて、計画的に行動することができ
る。

自ら目標を設定し、その達成に向けて計画を
立て、生活習慣や時間の使い方を考えて、具
体的に行動している。

強い意思を持って自ら設定した目標の達成に
向けて計画を実行するとともに、何らかの成果
や結果を導いている。

2 主体性

当事者意識を持って、自ら物事に取
組み、期待される成果を出す。

与えられた目標に対して、指示通りに行動する
ことができる。

自己が設定した目標に対して、それを達成しよ
うという意思のもと、その実現のための手段を
選び、実行できる。

それまでの行動を振り返り、評価した上で次の
行動につなげることができる。同時に、周りの
人々の主体性も高めることができる。

3 コミュニケーション

相手が伝えたいと思う意図を的確に
理解しながら、自らの思いや考えを効
果的に伝え、ディスカッションを促進
する。

集団の中で自分の思っていることや意見を述
べることができる。

集団の中で、自分の意見だけでなく、相手の
意見に耳を傾け、忠実に聞くことができる。

自分の意見を分かりやすく伝えるとともに、相
手の意見を十分理解し、円滑なやりとりができ
る。

4 言語運用力

入学基準言語以外の言語をコミュニ
ケーションに活用する。

入学基準言語以外の言語で意思疎通を行うこ
とができる。

日常的に入学基準言語以外の言語の使用に
努め、言語運用力の向上のために他の学生の
力を借りるなど、APハウスの環境を活用してい
る。

日常的に入学基準言語以外の言語の使用に
努め、言語運用力の向上のために自ら目標を
設定し、APハウスの環境を活用して着実に成
果をあげている。

5 共感

関わっている相手の感情起伏、文化
的な背景に関心をもち、理解し、受け
止める。

相手の心情やその置かれている状況に関心を
持ち、気持ちを受け止めることができる。

相手の心情や状況を受け止めて、相手の身に
なって行動を起こすことができる。

自分から心を開いて相手に接し、相手の感情
やその変化に配慮しながら、信頼関係を築い
ている。

6 多様性理解

自らの価値観と異なるものを理解し、
肯定的に受け止める。異質なものに
価値を見出し、活用する。

文化や価値観に違いがあることを理解している
が、自分の考えや価値観にこだわっているとこ
ろがある。

文化や価値観の違いがあることを理解した上
で、違いに基づき自身の観点を修正したり、相
手との共通点を探ることができる。

集団内に多様性があることを当然のものとして
肯定的に捉え、互いを尊重しながら、新たな価
値を生み出そうと行動している。

7 柔軟性

物事に対するこだわりや固定観点を
もたず、周囲の状況や環境の変化に
適応または順応する。

自分と異なる意見や考え方を拒むことなく、理
解しようと心がけている。

相手の意見や考え方について否定せずに受
入れ、状況に応じて自分の考え方や行動を変
えることができる。

相手の意見や考え方を積極的に採り入れ、集
団内の意見を取りまとめ、状況の変化に応じ
て適切な解決策を導くことができる。

8 チームワーク

仲間と協力・強調しながら、目的や目
標の達成のために、仲間に働きか
け、集団のパフォーマンス向上に取
組む。

集団内の誰かに意見を求めるなど、周囲の人
たちに働きかけたり、協力する姿勢を示すこと
ができる。

積極的に自分の意見を述べることができる。与
えられた目標のもと、集団内での自分の役割
を認識している。

周囲の状況に応じて、所属する集団が目指す
べき目標について意見を述べ、その達成に向
けてチームで行動することができる。

9 市民性

自分が社会に支えられていることに
感謝の念をもち、社会やコミュニティ
の一員としての責任をもって行動す
る。

共同生活での学習・実践を通じて、日本の法
律で定められている禁止事項や市民生活上の
マナー、ルールを理解している。

法律や市民生活上のマナー、ルールを守るこ
とが社会全体の安全や快適さ、公衆衛生の維
持に繋がっていることを理解して、日常生活を
送っている。

法律や市民生活上のマナー、ルールに反する
行動をとる友人に注意を促すなど、共同生活
の質の向上や公衆衛生の維持に積極に取組
んでいる。

10 ウェルネス

健康管理や感染症予防の知識をも
ち、規則正しい生活を送り、心身の健
康の維持・増進に取組む。

自己の心身の状態に関心をもち、健康管理や
感染症予防についてのひと通りの知識をもって
いる。

心身の健康維持や病気予防のために何らか
の行動をとっている。自己の心身の健康状態
を把握し、具体的な行動を取ることができる。

自身の健康管理についての目標をもち、具体
的に行動している。病気予防ための手洗い等
の取組を日常的に実践し、健康的で規則正し
い生活を送っている。

□ APハウスのミッションとコンピテンシー
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今後の取り組み

今後の取り組み

□ 交流と経験の促進

Ｈｅａｌｔｈ Ｃａｒｅ

料理教室、フィットネス、ヨガ 等

Ｃｕｌｔｕｒｅ 寮生ニーズに応じた
茶道、華道、書道、着付、座禅 等 交流企画

Ａｒｔ

音楽、映画、絵画、陶芸 等



2018/9/29

10

今後の取り組み

□施設設備改善

無線（Wifi）設置による 協働学習環境の整備

共有部修繕・防音改修

今後の取り組み

□ フィールドトリップの充実
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“寮生” の広がり（HPGC・GCEP）

□ Honors Program for Global Citizenship

→ 2年間の寮生活と協働プロジェクト推進

□ Global Competency Enhancement Program

→ 2ヶ月・4ヶ月単位でMBAプログラム受講

→ 現役社会人の受け入れ

オナーズプログラム HPGC
（Honors Program for Global Citizenship）

•世界を変えようとする志を持った学生が切磋琢磨し、APU
や社会にインパクトを与えられるロールモデルとして成長す
ることを目指す4年間のプログラム

• 1.5年から2年間、APハウスで共同生活をしながら、オナー
ズ学生向けの特別講義やセミナー、学内外でのサービス
ラーニング、学業と両立をしながら様々な学びの機会を得
ることができる。

• 2018年9月1日現在、16カ国42人が参加している。（出身
国：アンゴラ、インド、インドネシア、オーストラリア、オースト
リア、スリランカ、ニュージーランド、バングラデシュ、フラン
ス、ブルガリア、ベトナム、韓国、中国、南アフリカ、日本）
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HPGCの特徴

•長期入寮：HPGCに参加する学生は、原則として1.5～2年間
にAPハウスに居住する。通常の学生は入学から1年間しか
APハウスに居住できない。

•職員によるメンター制度：HPGCに参加する学生は、職員の
定期的なメンタリング（面談等による助言・指導の機会）を
受けることができる。（2018年8月現在17人の職員がメン
ターとして活動）

•専用ルーム：HPGCに参加する学生は、APハウス内にある
専用ルームをHPGCに関連する打ち合わせ等の目的で利
用できる。

•プログラムを修了した学生には、修了証を授与する。
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大学院生・学部学
生TAが、ニーズに
応じた実用的な言
語運用能力育成を
サポート

英語開講によ
る専門科目な
どの受講 Active

Language

Learning

国際教育寮
APハウスでの

生活

Global

Competency

Enhancement
Program

G 

C

E
P 

９０か国・地域の学生達と学ぶ
多文化・多言語環境を活かした
企業人材育成プログラム

外国語開講
科目の履修

GCEPの取り組み
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□言語、文化、宗教、生活習慣が異なる国際学
生との異文化体験生活。日常的な交流。

□キャリア支援イベントの実施

→国際学生と社会人の学びあい（協同学習）

→ビジネスに通じる多様な国の背景・考え方へ
の理解。

→学習の動機付け、キャリア教育の波及。

GCEPの取り組み

ご清聴ありがとうございました


