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1 はじめ に

一般的なPBLの 授業では,学 生が挑戦に値する問
題や疑間をもとにした複41Eな テーマ・課題 に対 して

近年 ,高 等教 育 にお い て地 域 産 業界 の 人材 育成

,

のニーズや ,学 生が将 来 の社会をイメージした学 び

計画,問 題解決,意 思決定,調 査といった活動を長

を取 り込 んだ授 業科 目の 開発 が求められている (文

期間にわたつて自律的 に実施することが求められる。

部科 学省 ,2012)。 このような状況 の 中で,静 岡大学

そして,そ れらの活動の成果を最終的に制作物やプ

と静 岡英和 学院大 学 は ,平 成 25年 度 から地域 産 業

レゼンテーションといった形態でアウトプットすること

界 と連携 した授 業科 日である「地域連 携 プ ロジェクト

が 目標 とされることが多い (Thomas,2000)。 また,美

型 セミナ ー 」を開発 し,授 業を行 つてきた。本稿 では

馬 2009)は ,PBLに おける学生の 自律的な学習段

「地 域連携 プ ロジェクト型 セミナ ー Jの 紹介 と,地 域産

階を具体的に以下の4段 階として定義 している。その

業界 と連携 した本授 業 の効果 につ いて報告する。

4段 階とは (1)問 題発見,o)共 同作業,(3)問 題解決

,

④ 報告である。(1)の 問題発見では学生は与えられ
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たテーマあるいはフィールドにおいてそこに存在 して

地域連携 プ ロジエクト型 セミナ ー とは

今 回開発 した地 域連携 プ ロジェクト型 セミナ ー では
学 習 形 態 として「プ ロジェクトベ ー スドラー ニ ング

,

いる課題を認識 し整理する中で,自 分たちの解決す
る問題を定義づ けていく。o)の 共同作業では,受 講

eroled Based Lealning:PBIly」 が採用された。PBL

生によって組織 した複数メンバ ーから成るチームで

は ,日 本語 ではプ ロジェクト型授 業などと訳 され ,近

責任や作業を分担し共同知をもつてプロジェクトを実

年 盛 んになつてきている教授 学習 パ ラダイムで ある

施する。そして

アクティブラーニング (Active■ earnins ALlの 一 手

施に必要な専門知識を習得し,具 体的なプロジェク

法 である (例 えば,中 山,2013)。 ALは 一般 的な講義

トの実施 ,あ るいは解決策の策定をする。最終的 に

型授 業 などのこれまで の 知識伝 達 に重 点を置 いた

関係する第 三者にプロジェクトや解決策を伝えるた

受動 的学習 に対 し,学 生が主体的に授業 に参加 し

めに報告書を作成 し発表することが,(4)の 報告とな

自ら考 えることを求 める能動 的学 習 である。近 年 の

る。PBLの 授業設計を行う際には,学 生がこれら4段

高等教育 におけるPBLの 特徴 として地 域や産業界 と

階を経験できるような仕掛けをうまく組み込んで行く

連携 しフィール ドに学び の場 を設 定 していることがあ
:岩 崎・齋藤・長 島,2013;粂 野・辻村 。
大
げられる

ことが必要であると考えられる。

木・屋 町・石原・松 田,2012;藤 井・平尾 ,2010)。

ある半期 15回 という制約 の中では,い ずれかの段階

(3)の

問題解決では,プ ロジェクト実

,

,

しかし,高 等教育の一般的な授業スケジュールで

(例

にフォーカスをあて,そ の段 階 に重点をおいた授業
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設計も現実的 には必要であると考 えられる。そこで

においては専門ゼミ科 目として実施 した。

本セミナーは,こ の4つ の段階を想定すると共に,従

本セミナーの 目的は,「 静岡市街 の活性化につな

来型の講義や演習の授業形態では取り入れることが

がるテーマについて,学 生がチームでプロジェクトを

難 しいと考えられる12)の 共同作業の段階を強調した

共同で立案 し,チ ームによつてテーマに係るプロジ

授業設計を行うこととした。

ェクトを推進すること」とした。特に,一 般的な講義科
目・演習科 日では習得 の難 しい「チームで働く力 (チ

また,本 セミナー では現実的・社会的な問題を設
定することができるように,学 生らが地域社会に出て

ームワーク)」 を身につ けることをねらい,チ ームで共

そこでの各種問題を見いだし,テ ーマとして設定で

同活動によリプロジェクトを進めさせることとした。ま

きる環境を整えることとした。そのために本授業では

た,プ ロジェクトの立案・遂行にあたつては,地 域産

学生にとつても身近な地域である静岡市街地の産業
界と連携して,そ こでの問題を対象としたプロジェクト

業界 のニーズを深く考え汲み取ることに重点を置く
ために,地 域産業界との連携イベ ントや地域でのフ

を実施することとした。

ィールドワークを取り入れることとした。

1.2.地 域連携プロジェクト型セミナーの 目的

1.3 地域産業界との連携体制

,

,

本セミナーは静岡市中心市街地

おまち」とも呼

本セミナーでのI Loveし ずおか協議会 ,大 学 ,地

ばれることがある)の 地域振興団体である「I Loveし

域 の三者間の連携体制を図 1に 示した。本セミナー

ずおか協議会」と静岡大学・静岡英和学院大学の協

の特徴 は,プ ロジェクトの舞台となる地域市街地で活

働によつて開講された。静岡大学ならびに静岡英和

動する協議会と大学が連携することで,市 街地で大

学院大学は開講主体として参加 し,I10vcし ず おか

学と産業界が一九 となつてプロジェクトを進める体制

協議会は静岡市街地と各大学を繋ぐ地域産業団体

を整えたことである。

(「

として参加 した。セミナー 自体は静岡大学にお いて

I lo

は全 学共通 の学際科 日として,静 岡英和学院大学

しずおか協議会と連携することで,特 に以下

の3つ の要素を授業に取り入れることができた。1つ

地域産業団体
薇書会 等
イベントの実施

開講主体

:L●veし ずおか

協議会

フイールドワークの機 の提供

静岡大学

鰺岡英和学饒大学

プロジェクトの舞台
静岡市衝地
・釈前商店衡

成果のフイードバック

図 1.地 域連携プロジェクト型セミナーでの関係団体の連携図
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目は ,セ ミナ ー での活 動 の成果 をアウトプ ットする中

学期を大きく4期 に区切つて開講された。

間・最終報 告会を市街 地で実施 できたことである。市

第 1期 は事前学習の段階とした。事前学習としては

街 地で報 告会 を実施 することにより,学 生 は 自分た

PBLの 舞台 となる静岡中心市街地およびテーマの

ちのプロジェクトが対象 としたフィール ドで 緊 張感 を

背景 についてill査 を行うことで様 々な課題や問題を

持 ち,高 い 動機 づ けの 中でプロジェクトに取り組 む こ

発見すると同時にテーマに関する学習を深 めた。第

とができた と考 えられる。2つ 日として,連 携 すること

2期 はプロジェクト策定の段階とした。第 1期 に設定 し

で地 域社 会 の 中の 多様な他者 の視 点を取り入れ ら

たテーマを基にチームでプロジェクトの計画 書を作

れたことである。例 えば ,各 種イベ ントや報告会 にお

成 した。第2期 に策定したプロジェクト案 は中間報告

いて ,市 街 地 に関 わる社 会 人や他 大 学 の 学生 ,教

会にて報告された。第3期 ならびに第4期 はプロジェ

員 との交流も多く,一 大学だけで の学習 では得難 い

クトの練 り直し,実 施および成果報告であり,中 間報

様 々な視 点 からの 意 見を交換す ることができたとい

告会で指摘された事項を基に修正したプロジェクト

えよう。3つ 目には,市 街地そのもの ならび に市街 地

案 について実行 し,そ の成果を最終報告会 にて報

の企 業 が参加 している協議会 と連携することで ,フ ィ

告した。次節 に,各 期の詳細について記す。

ール ドワー クやイベ ントの実施 に 関 わる市街 地 ,企
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調整 を一 元化 することができた。この一
業 との連絡 。

セミナーの詳細と実際

2大 学で授業 のスケジュールの大枠は統一 したが

元 化 によつて,効 率 的 にセミナ ー 授 業 の活 動 の周
知。
調整 が行われ ,大 学側 の調整 の負担減 に繋 がる

大学毎に,そ れぞれのクラスの担当教員が内容やス

とともに,受 講 生が地 域 で の活 動もしや すくなったと

ケジュール を調整しながら授業を実施 した。

,

考えられる。

22.1 セミナー参力日
者数

2

本 セミナ ーの構成

本セミナーの受講者数 は両大学併せて15名 であつ

2.1.セ ミナ ーの概 要

た。中間報告会ならびに最終報告会への参加人数

図2に 本 セミナ ーの 半期 の授 業スケジュール を示 し

はそれぞれ 14名 ,8名 であつた。授業期間中の平 日

た。平成 26年 度 の本 セミナ ー は4月 から8月 までの前

に開催 した中間報告会 には受講生はほぼ全員 が参

第 1期 :4/11‑5/9
事前 学習

第 2期

:5/16‑6/10

プロジェクトの 策定

加した。夏季休業中に開催 した最終報告会では,イ
ンターンシップや 資格試験講座 へ の出席 のため報

チームで活動すること
ィール ドについて学ぶ
合同キックオフミーティング

/フ

告会を欠席せざるを得ない学生が半数 ほどいた。

↓

2.2.2.第 1期 :事 前学習

先行事例 の 調査
テー マの 設定
カ ジェクト案の策定

の段
第 1期 にあたる事前学習の段階は「問題発 見」
階であつた。この段階では,ま ず大学内において学

フィール ド調査

生同士で静岡市街地 についてのテーマを決 めるた
第3期

:6/13‑7/4

第4期

:7/11‑8/22

めに基礎的な議論の時間がとられた。特に静岡大学

プロジェクトの修正

では,受 講生同士はほぼ初対面であり,今 後 の「共
同作業」を促進するために,「 チームで活動すること

最終報告会 準備

の意義,そ のために必 要なことJ等 についてのグル
ープディスカッションを実施した。翌週 ,実 際 のフィ

※ 日付 は静岡大学の平成26年 度開講分 による。

図2本 セミナ ーの半期を通 した流れ
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―ル ドである市街 地 の 中でI Lovcし ず おか協議会 と

先行事例 の調 査 はインター ネット上の情報 ,文 献を

両大学 の合 同 によるキックオフミー ティングを開催 し

利 用するようにさせたが ,イ ンター ネット上の情報 が

た。

主だったようである。そして,そ れ らの 情報 をチ ーム

静 岡大学 における事前学 習 では,学 習 の前段階と

内 の学生 同 士で持 ち寄り,発 表 ,議 論させた。学生

して ,静 岡市街 地 に対 して各 自が持 つ 印象や課題

は議論 の 中で ,プ ロジェクトのテー マ ,課 題 をチ ーム

等 につ いて受講 生 同 士 で議 論することを課 した。そ

内で共同して検討 ,見 出す ことを求められた。

の議論 をもとに受講 生 は,中 心市街地 について改 め

そこで,静 岡大学チ ームは「おまち情報 を静 岡 の

て気 づいたことを授 業課題 として小 レポー トにまとめ

大学生 に効果 的 に拡 げる」ことをテーマとした。プ ロ

た。

ジェクトのテーマが定まった時点で,市 街 地 における

2大 学合 同でのキックオフミー ティングは ,市 街 地

実際 の課題 が何 であるのかを調 べ るためにフィール

に存す る静 岡商 工 会議所 の会議 室 にて開催 された。

ドワー クを行 つた。フィール ドワー クは ,受 講 生 の履

そこではI Loveし ず おか協議 会側 から「まちづ くりに

修 時間割 の都合 のためエリアを分担 し,各 自で実施

関 して学生 に期待すること」,「 おまち"の 現状」と題

した。具体 的 には市街 地 の街 頭 に掲 示 されてい る

した2件 の講演 が行 われた。講演 の後 ,参 加者 は2チ

様 々 なポスターの 内容 種別 ,掲 示位 置 につ いて調

ームに分 かれ ,協 議会メンバ ーの案 内による街歩き

査した。

を実施 した。街 歩きでは ,商 店街 の観 察をし,併 せ

第2期 後 半 にお いては,受 講 生がこの時点までに

て個人 商店 主や大型 商業施設 の社員等 からおまち

設定 したテーマを中間報 告会 で発表 す るために,資

の現状 ,課 題等 について直接解説 を受 け,自 分 たち

料 を共 同で作成 し,発 表準備を行 つた。

の課題 を深 める機 会を得た。
キックオフミー ティング後 の残 りの第 1期 の期 間は

中間報告会 は,学 生が設定 したテーマ について

,

地域産業界 の 現実的 な視線 を取 り入 れテーマ調整

,

実際 に街歩きをして市街 地 について気 づいたことを
ディスカッションし,市 街 地 の持 つ 課題 の洗 い 出 しを

す ること,そ して実際 のプロジェクト活動 において協
力を得 られる。
協力をする点 につい て大 学 と協議 会

行 い ,第 2期 のプロジェクト策定 へ う なげた。

が相 互 に確認することを 目的 に行 われた。また,こ れ
はPBLの「報告」としヽ 位置 づ けられた。
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第2期 :プ ロジェクトの策定と中間報告

中間報告会 では2大 学3チ ームが 15分 の発表を行

第 2期 は「共 同作業」を中心としたプ ロジェクト策 定

い ,発 表 ごとに5分 の 質疑応 答 の 時 間を設 定 した。

の段階であった。具体的 には,学 生が共 同作業で先

全チームの発表後 にI

行事例 の調 査 とテーマ設 定を行 つた。学 生が考 えた

から講評を受 けた。報告会 中は相互 の発表 に対する

テーマ は市街 地 の 関係 者も参 加 する中間報告会 で

評価 (ピ アレビュー )な らび に自チ ームの発表 につい

発表 した。報告会 では,他 の受講 生チ ームの発表 か

て 自己評価をさせた。報告会 に続 いて茶話会を行 つ

らも刺 激 を受 けつつ ,市 街 地 の 関係 者 によるコメン

た。茶話会 は ,中 間報告会 に参カロした 協議 会側 の

・意 見を,今 後 の 自分たちのプ ロジェクトに反 映 さ
ト

社会人 ,学 生 ,教 員 が参加 し自由に会話 。
意見交換

せることとなった。また ,必 要 に応 じて市街 地 に出て

をした。ピアレビュー ,自 己評価 ならび に社会人 から

プ ロジェクトに関わる実地調 査等を行 つた。

の感想 は,中 間報告会後 ,教 員 から各受講 生 にフィ

Lo17eし ずおか 協議会側 の2名

ー ドバ ックを行 い,振 り返りを促 した。

第2期 前半 の静 岡大学 における詳細は以下の通 り
である。学 生は第 1期 の終盤 に洗 い 出 した市 街 地 の

224

持 つ課題 について,関 連 した先行事例を調査 した。
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第3期 :プ ロジェクトの練り直 し,実 施

第3期 であるプロジェクトの練り直し・実施 の段階は

,

え合 い ,意 見交換を行 つた。

「問題解決 」に位置づくものであった。学生は中間報

3

告会での 講評や議論を元に,よ り現実的かつ 効果

受講学 生の気付きと変化

的なものにプロジェクトを練り直した。その後,問 題解

本節 では本 セミナ ー の授 業効果 について報告す

決に繋がる各種活動 (調 査,フ ィールドワーク,実 験

る。セミナ ー を通して両大 学 の受講 生 はどのようなこ

等)を チームで実施 した。

とに気付き,学 んだのかを明らかにすることを 目的と

静岡大学チームは,大 学生を中心とした若者 に

して,各 報告会後 ,プ ロジェクト内容 に対する相 互評

静岡中心市街地の情報を効果的に広めるための手

価 ならび に 自己評価 を求 める質 問紙調 査 を実施 し

段を提案するというFD3題 を設定した,そ して,そ の問

た。その結果 について量的・質 的分析 を行 つたので

題解決 のための基礎デ ータとなる大学生 の 中心市

報告する。

,

街地おける行動や市街地に対する意識,知 つている

また本 セミナ ー では受講生 が本 セミナ ー を受講す

情報 について静岡大学 の学生を対象 にアンケー ト

ることで ,受 講生 のキャリアデ ザインに関わる能力・ス

I13査 を行 つた。

キルがどのように変化するの力ヽこ注 目した。そのため
に,開 講 時 と最 終報告会 のタイミングで社会人基礎
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第4期 :成 果報告の準備 と報告
の段階であった。プロジェクトの成
第4期 は「報告」

力 ,静 岡大学版 キャリアデザイン教 育評価 尺度 (坂

果をとりまとめ,問 題解 決を最終報告会 にて発表し

施 した。その結果 につい て量的分析 (紙 面 の都合 上

た。この報告会で発表された各チームのプロジェクト

統計処理 の詳細 は表 に記 す )を 報告する。

井 ら,2013;以 下 ,就 業力 尺度 )の 質 問紙調査を実
,

の概要を表 1に 示した。

31.報 告会時 の発表 に対する相 互 評価 の結果

集大成 となる両大学合 同の最終報告会 では,各
チームが20分 の発表を行い発表ごとに5分 の質疑応

中間 。
最終 の 両報 告会 での3チ ームの発 表 に対す

答 の時間を設けた。全チームの発表後 ,同 協議会

る報告会参 加 学 生の相 互 評価 について分析 を行 つ

側 の2名 および大学関係者 1名 から講評を受けた。

た。表 2上 段 に ,相 互 評価 の平均 と標 準偏 差を示 し

各発表 に対 しては,中 間報告会 と同様に相互評価

た。相 互 評価 について各項 目の 両報告会 間で の評

ならびに自己評価をさせた。報告会後 には茶話会を

価 点 つい て分析 したところ,「 チ ームとして活 動 して

開催 し,社 会人,大 受講生,教 員 が 自由に評価を伝

い るか ?Jと い う項 目で 有 意 差 が み られ た (‑041,

表
実施大学・チーム

1

実施されたプ ロジェクトー 覧

プ ロジェクトタイトル・概要
「おまち 情報を効果的 に広めるJ

静岡大学

大学生を中心とした若者 に,静 岡中心市街地 の情報 を効果的 に広 めることを目的とした。
アンケー ト調査 の結果 からまちなか の情報 が十分 には学 生 に伝 わつていないことを見 出し
現実 の掲示板 ,Twiter等 の SNS,イ ベ ントカレンダー を連 携 させた情報発信 の方法を提案
した。
「大学生 のカフェ利用促進 によるまちづ くり」
大学生のまちなかのカフェヘ の滞在 を通して,中 心 市街地 へ の愛着 を醸 成することを目的
とした。アンケー ト調査お よびフィール ドワークにより,ま ちなかに存在するカフェの情報 を収
集 し,各 店舗 の情報や大学 生 モニター による評価を示 す マップを作成 した。
「赤ちゃんポスター による駐輪対策 の提案」
中心市街地 の景観 を維持しながら駐輪マナ ーを啓発することのできるポスター を提 案 した。
大学内およびまちなか の駐輪場で実施した実 験 の結果をもとに,赤 ちゃんのイラストを用 い
たポスターの場合 に景観 を維持しつつも高 い効果を得 られると報告 した。
,

静岡英和学院大学

1

静岡英和学院大学

2
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表 2中 間 。
最終報告会時の相 互評価および最終報告会後の 自己評価 の平均・標準偏差・統計量
平均
事前

相 互評価

課題設定は適切か ?
解決策 の手段は適切か ?

チームとして活動しているか ?

表現は適切か ?
熱意・志は感じられるか ?
話 し方・態度・ 目線
質疑 へ の応答
最終報告会後 自己評価(5段 階)

標準偏差
事後

̀値

(n=28)(n=16)事 前
308
311
058
290
300
010

事後

3.36

078 ‑201 42

295 071

″

0.74
016 42
018
0.54 42

295
308
292
264

3.11
065
066
326
062
065
284
084
0.83
289
078
0.57

‑ 3.13

078

086 42
105 42
‑035 42
127 42

ρ値 (両 側 )
′,

087
059

005

′,

*

039
030
073
021

′,
″,
″,
″,

※ 検定 は対応 のない ′検定を行 つた。

′く.05)。 その他 の項 目については平均値 の有意差
「チームとして活動しているか ?」
は認 められなかった。

った」,「・…が難 しかつた」
などが挙げられていた。こ
れは,未 達成に注 目し評価することにより,自 身への

という項 目の平均値の低下の原因として,2度 の報告

期待 と実際のプロジェクト活動における達成度との

会を通 じて発表 の仕方についての見方を身 につ け

￨￨,2005),あ るいは
・ショック (小 ノ
間に生じるリアリティ

たこと,ま た自身 のチーム内での活動経験が増カロし

未達成感 による自己効力感の低下が影響 していたと

たことからも他チームの活動を評価するための視点

考えられる。

が相対的 に高まっていたことが考えられる。担 当教

また,感 想では「チーム活動」や「報告」の難 しさヘ

員 からの視点では,日 常の活動 における分担や共

「チーム
の気付きに関するコメントが複数見 られた。

同といつたチーム活動は,実 際にはむ しろ高まって

活動」については,意 見をまとめ共同で計画 し実行

いたと感 じられた。

すること,チ ームの中で主体的に参加することの難 し
「報告」については人前
さを強く実感 したようである。

32.プ ロジェクト活動に対する自己評価ならびに自

で話すことの緊張,わ かりやすく伝 えるための資料づ

他のチームのプロジェクトに対する感想

くりについての反省が多く挙げられていた。

最終報告会後 に行つた 自身のプロジェクト活動に
対する自己評価 の平均ならびに標準偏差を表2下

3.3.社 会人基礎力および就業力尺度の結果

段に示 した。自己評価はプロジェクトに関す る自身

表3に 各報告会後 に実施した社会人基礎力と就

の取り組みを,授 業 における成績評価 に模 して5段
階 (1=不 可:D,5=秀 :S,尺 度ラベル)で 評価させた。

最終報告会間で社会人基礎力および就業力尺度に

自己評価 の結果 は概ね2点 から4点 であった。自己

はいずれの項 目においても統計的 に有意な差は生

評価の理由ならびにプロジェクトを通した感想を求め

じなかつた。統計的な差は生じなかったものの,社 会

たところ,高 得点の4点 を付けていた学生は,「・…を
した」という感想を多く挙げていた。これは達成に注

人基礎力における「働きかけ力 ⑩ 28,″ s)」 ,「 状況
把握ヵ ⑩ 98,″ ■)J,「 ストレスコントロールカ ←034,

目し達成体験の理 由を自己に帰属することで,自 ら

″s)」 ,就 業力尺度における「学び力

が うまくや れるとい う認 知 す なわち 自己効 力 感

おいて比較的大きな変化 が見られた。以下,こ れら

lBandura,1977)が 高まり,結 果 として自己評価 の向

の結果 について考察するが,標 本数 が8と 非常に小

上に影響 したものと考えられる。反対 に低得点の2点

さかつたことについて考慮の余地がある。

を付けた学生の理由としては,「 思い通りに行かなか
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業力尺度 の評価点の平均と統計量を示した。中間

,

(‐

017,″

s)」

に

表 3事 前事後 の社会人基礎力尺度 と就業力尺度 の各因子 の統計量
平均 (n=8)
社会 人基 礎 カ

アクション

事後

課題発見力

333
304
371
354

346
333
346
321

計画力

3 13

創造力

321
329
338
346
3 17
358
367
331
3 19
325

338
067
329
060
329
054
321
070
338
060
346
055
346
092
333
058
316
036
322
074
342
055

316
338

325
339

主体性
働きかけ力
実行力

シンキング

チーム
ワク

発信力
傾聴力
柔軟性
状況把握力
規律性

ストレスコントロータ
レカ
響冒菫力
勇

標準偏差
事前
事後

事前

言脇

デザィ ヵ
勇

専門的資質能力
実務的資質能力

053
090
068
055

079
044

′値

″

p値 (両 側

047
069
080
069

‑089
7 040
‑131
7 0.23
097
7 036
094
7 038

″,

056
051
059
037
042
037
060
060
038
063
0̲46

‑0 60
7 0 57
‑029
7 0.78
000
7 100
076
7 047
045
7 067
‑143
7 019
066
7 053
160
7 015
142
7 020
‑020
7 085
‑100
7 035

ηs

035
033

‑035
‑008

)

″∫
″s
″s

″

̀

″s
″s
′

̀

″,
″

̀

″,
″.,
′s

″,
7 074 ″.,
7 094 2.s

※検定 は対応 のない

̀検

定を行つた。

このセミナー開講 1年 目の15名 のデータ (須 藤・坂

連 があると考察 できる。本 セミナ ー は ,チ ーム活動 で

「働きかけ力」
の平
井 。日比,2013)で は,「 主体性」と
均値 が事前事後 で有意 に上昇 し,「 ストレスコントロ

ある「共 同作 業 Jに 重 点を置 い たがゆえに,半 期 15

ールカ」の平均値 が有意 に低下した。この 1年 目の

シンキングに関わる内的な活 動 を伸 ばす には 限界

デ ータと本稿 の2年 目のデータをあわせて考えると

があつたものと考 えられる。あるい は,山 田 o009)に

「働きかけ力」の上昇と
「ストレスコントロール カ」の低

よると,PBLの 学習状 況 は流動 的であり,時 々刻 々

下については,本 セミナーが持 つ効果 であると考え

の変化 に対応 しながら課題 の再構築 が繰 り返 されて

られる。2年 間のデータを踏まえて考察すると,「 働き

い くという特徴 があることが指摘 されてい る。また ,緊

かけ力」はプロジェクト期間を通してチームやプロジ

張 した状態 の 中であるにも関わらず ,学 習 曲線 は中

ェクトの状況を把握し,他 者 に働きかけていく能力が

だるみ つ まり踊 り場 を含 む ,逆 S字 曲線 を描 くとされ

養 われやすい可能性 が指摘 できる。また,「 ストレス

てい る。それらを考慮 すると,最 終報告会 はこれまで

コントロールカ」の低下はPBLと いう教授学習法の特
性 上 ,「 チ ーム活動」や「報告」といつた講義型授業

のプ ロジェクト遂行 とは異なる特別な学習状況であり

では重きを置かれない活動を強く求めたことから,通

まさに学習 の踊 り場 の 局面であつたとも考えられる。

常の授業では生じない大きなストレスに直面すること

すなわち,最 終報 告会 直後 には他者 からの評価 や

で低下した可能性 が指摘できる。

自らの反省 に着 目しがちとなり,高 い評点を付 けるに

,

回 の 授業 の 中では課題 発 見や 計画 ,創 造 といった

,

学生たちに事後評価を求めた報告会 直後 というの は

,

就業力尺度 については,1年 目のデ ータでも特 に

は到 らなか った可 能性も指摘 できる。もしそうであっ

変化 は認 められなかった。これは,1年 目にも2年 目

たなら,最 終報告 会後 一 定 の期 間をお いた後 に事

にも,社 会人基礎力 のシンキング得点 (「 課題発見
「創造力」
「計画力」
力」
)で 変化 がなかったことと関

後評 価 を求 めた場合 には成長 に関わる何 らかの結
果 が 見 出されていたかもしれ ない。あるい は通 年 30
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回などの比較的長期 にわたるプロジェクトによつて逆

後の 自己評価を学生に求めており,取 り組みへの姿

S字 曲線 における第2の 急成長の時期を迎えることが

出来ていたならば,事 後評価 の結果にこれらの項 目

勢を評価 したところ,い ずれ においてもPBLで はない
授業 に比べPBL型 授業による学生 の平均値 が高く

に関する成長 が反映されていたかもしれない。

なることが見出されている。また,本 セミナーの受講
生は報告会時のアンケー トの 自由記述 において自

4総 合考察
41

分のパフォーマンスに関する気づきを記していること
からも,本 セミナーそのものへの取り組みを評価する

学生にとっての教育的意義

4.11 チームで働く力

指標 によつて何らかの効果 が見出されていたかもし

本 セミナ‐ はPBLの 段階の中でも特 に「チーム活

れない。現在 の評価指標 である社会人基礎力尺度

動」,「 共同作業」に重点をおいた授 業実施を試みた。

や就業力尺度は大学生活全般に通 じる大きな効果

その結果 ,質 的分析よリセミナー受講生の主観 的な

を捉えようと設定されたものであるが,今 後は,よ り多

気付きとして,チ ーム活動における難 しさが見出され

面的な教育効果指標を検討することが必要であろう。

た。PBL型 演習は講義形式の授業 とは異なり,授 業
期間を通じてチームによる活動を強く学生に求めた。

413.自 己効力感と未達成感

その結果 ,学 生は「協調 し活動すること」や「チーム

受講 生においては,高 い達成感を得た学生にお

で主体的に活動することの難 しさ」に気付 いていつた

いては自己評価が高くなり,未 達成感 の強い学生か

ものと考 えられる。

らは自己評価 の低下が見出された。このような特徴

本稿 で対象 とした2年 目のデータに対する量的分

は受講生の本 セミナー における実際的な活動 では

析からは,「 チームで働く力」の向上は示されなかっ

なく,む しろ元 々の個人の 自己意識傾向が影響 して

た。しかしながら,質 的分析の結果から明ら力ヽこなっ

いるのではないかと考えられる。すなわち以前より自

たように,従 来の講義型 の授業では難しいチームに
よる活動 の「難 しさ」に学生が気付くことが出来たの

己評価 の低かつた学生は,高 負荷 である本セミナー
を無事やり遂げたことによる達成感を見出す一 方

は大きな教 育的効果 といえる。このセミナー によつて

自己評価 の高かつた学生は高負荷 が故 の難 しさか

プロジェクトでのチーム活動の難 しさに気付き,そ の

ら自己とプロジェクトヘの貢献との間 にギャップを感

重要さを知ることで,今 後の大学生活の学びの動機

じたのであろう。これは,担 当教員 としての観察から

づけとなると考えられる。

は自己評価 が低かつた受講生が必 ず しも低 い水準

,

,

でプロジェクトに参力日していたわけではなかつたこと

412教 育効果を測定・評価する指標

からも推測できる。

本セミナーでは社会人基礎力尺度 と就業力尺度
を用いて教育効果を測定する指標とした。その結果

教員 はこのギャップから生じる自己評価 の低下に
対するために,ポ ジティブな評価 を積極的にフィード

,

開講 1年 目と2年 目で共通して見出されたのが「働き
「ストレスコントロールカ」の下降傾
かけ力 」の上昇 と

バックすることで 自己効力感 を与える必要があるだろ
う。

向であり,社 会人基礎力 のシンキングに関わる下位

414地 域産業界・他大学との連携

尺度や ,就 業力 に関わる下位尺度 には変化 がみら

本セミナーでは地域産業界,他 大学との連携を取

れなかった。しかし他大学のPBLの 実践(井 上,2007)
では,当 該科 目における問題発見解決,自 己学習

り入れた。その結果 ,社 会人や他大学関係者 からの

,

情報リテラシー,対 人能力の大きく4つ について,事

視点を取り入れ,他 者から即時に評価される機会を
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得ることができた。これらは従来 の講義型授業 では

していたキックオフミーティングならびに中間報告会

なかなか経験できないことである。

については問題 とならなかつたが,最 終報告会 の 日

受講生 の感想 の 中にも「自分とは違う属性を持 つ

程調整は難航 した。その理由は,学 事歴 の異なる2

人の視点からの学びに触れたJな どの特徴的な感想

大学と経済団体の3者 間による調整 であつたためで

が複数あり,学 生もそのことについて十分 な気付きを

ある。最終報告会 の開催 日は学生の夏季体業期間

得 られたようである。

中を対象に調整 したが,そ の期間中にも集 中授業

42

インターンシップ,資 格試験講座など,教 員・受講生
が参力日しうる学事やイベントがあったためである。結

セミナ ー運営 における課題

セミナー 運営において,講 義型 の授業 とは異なる
様 々な運営上の問題が生じた。これらの問題は今後

,

果的に,最 終報告会 には受講 生の半分ほどが欠席

何らかの形 で問題解決 していく必要があるだろう。本

せざるを得なかった。今後,他 大学,産 業界 と連携し
たイベントを実施するためには,何 らかのスケジュー

節 では,静 岡大学での運営上に問題 について紹介

ル調整上のアイディアを考えていく必要があるだろう。

すると共に,そ の解決法 について考える。

43

421時 間外学習の難 しさ

最後 に

本稿では開講2年 目の「地域連携プロジェクト型セ

静岡大学では本セミナーは2‑3年 次学部生を対象

ミナー」について,概 要と詳細そしてその効果につい

に学部横断型学際科 目として開講された。PB型 演

「地域連携プロジェクト型セミナー」
て報告を行つた。

習 は多くの時間外学習を求めざるを得ないものであ

のようなPBLを 取り入れた授業は今後 の高等教育に

るが,所 属学科の異なる受講生が 自発的に集まるに

おいてさらに増加していくと考 えられる。PBLは ,ど の

はたびたび困難 が生じたようであった。またフィール

ような教育効果 があるのか,様 々な側面から検討 し

でフ
ドワークにおいても同様 であり,メ ンバ ーが個男り

ていく必要があるだろう。

ィール ドワークに出かけざるを得なかった場面もあっ

静岡大学では,本 セミナー は教養教育 の枠組み

た。共同活動 に重点を置いたPBL型 演習を推し進め

の 中で実施された。教養教育 の科 目には講 義型 の

るためには,仝 学的な取り組みとして,共 通 した時 間

授業が多く,セ ミナー型 の授業は異色である。対象

外学習を確保する必要がある。

学年 の学 生からこのセミナー授業 がどのような教育

また,ICTツ ール を活用した 自宅での共同活動を

目標を持った授業に見えたのか について,ま だ明ら

促すようなツール ,仕 組みも必要かもしれない。プロ

かではない。今後,教 養教育のプログラムの中で,ど

ジェクト学習 では,個 人 の学習履歴を公 開しメンバ

のようにセミナー型 の授業を取り入れていくのか,教

ーが互いにプロジェクトに貢献しあえる形 のポートフ

養,専 門のカリキュラムの全体を見通しながら検討 し

ォリオが有効だと指摘されている (山 田,2009)。 こうし

ていく必要があるだろう。

た設備を整 えることが,学 部横断メンバーの授業外

静岡英和学院大学では,本 セミナーは専門ゼミ科
目として実施された。本セミナーでは実際のフィール

学習を促進するためには重要である。

ドを得て,か つ ,チ ームでの共 同作業を行うことによ

422連 携することによる調整

つて,専 門知識・スキルの応用や研究への進め方に

本セミナーは2大 学および地域経済団体 の連携 に
よつて複数 回の合同イベントを開催した。ここでは大

ついて,よ り理解を深められる機会となった。

学問の 日程調整が大きな問題となった。事前に調整
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