
1 はじめに

近年、大学教育、とくに初年次教育において「自校

教育」が注目されている。「自校教育」とは、寺﨑

（2009）によると、「自分が入っている大学自体のこと

をよく知らない。いわば偶然に入学し、たまたま教室

に座っている」学生や、「実は他に行きたかった」と

いう学生たち、つまり、大学への帰属感が欠如した学

生たちが多い中で、大学のアイデンティティを確認・

共有するための教育だという。

さらに具体的に、大川（2011）は、「自校教育」を

「大学の理念、目的、組織、沿革、人物、教育・研究

の現況など、自校（自学）に関わる特性を教育題材と

して実施する一連の教育・学習活動」と定義している。

本学では、全学共通の初年次教育科目として、「ス

タートアップセミナー」が開講されている。その中の

共通項目（大学として全学科の新入生に共通して修得

させるべき内容）には、①「大学の基本理念、教育上

の使命、教育目的」、②「大学生活のライフプランと

キャリアデザイン」、③「大学における学びのスキル」、

④「社会生活の基礎」の４項目があげられている。

2012年９月19日の本学「初年次教育担当者会」で配布

された資料「スタートアップセミナー共通項目の授業

内容に関する指針」では、このうち①「大学の基本理

念、教育上の使命、教育目的」の項目において「授業

内容」として次のように書かれている。

所属する学科・学部・大学について理解し、その

歴史・成り立ち・基本理念・特色を学ぶことで、自

分の「居場所」に対する理解・安心感（肯定感）・

帰属感を醸成する（自校教育）

中部大学初年次教育担当者会 2012年９月19日配

付資料「スタートアップセミナー共通項目の授業内

容における指針」

以上のような、全国の大学における、また、本学に

おける「自校教育」の重要性を前提として、以下の考

察を行う。

2 研究目的

大川（2011）は、全国の国公私立全大学に対する調

査を行い、その中で「自校教育」の授業でどのような

教材が用いられているかを調べている。最も多く使わ

れている教材は、「授業担当教員作成の資料やレジュ

メ」（「自校教育」193授業中126授業）であった。これ

以外に、「『自校教育』用に作成した冊子・パンフレッ

ト」（同26授業）、「大学（学部）沿革史（書籍）」（同2

1授業）、「自学に関わる人物に関する書籍・冊子（伝

記・語録など）」（同21授業）など９つの項目が挙げら

れている。しかし、その中に映像教材、つまり、大学

に関するビデオ・DVDはあげられていない。「その他」

（193授業中22授業）の中に含まれている可能性はある

ものの、独立した選択肢としてはあげられていない。

「自校教育」の研究者にも、映像教材（大学に関する

ビデオ・DVD）は、重視されていないのである。こ

のように、自校教育の研究者からは軽視されがちな映

像教材であるが、学生たちにとっては、「資料やレジュ

メ」「冊子・パンフレット」「書籍」などと同様に、も

しくはそれ以上の教育上の効果があるのではないだろ

うか。

筆者は、中部大学において、「映像を読む／映像の

世界」という全学共通教育科目を担当している。2012

年度前期の第３回目授業において、たまたま授業中の

息抜きとして、ある深夜バラエティー番組の１シーン

を見せた。本学を2012年３月に卒業した男性が、アシ

スタントディレクターとして、画面に２分ほど映る姿

である。この授業で学生たちが書いた「感想・質問カー

ド」には、その映像について多くの感想が寄せられた。

例えば、「まさか、いつも見ている番組に中部大学の

先輩が出ているとは思わなかった。すごいと思った」

（経営情報学部、２年生、男性）、「自分たちの先輩が

テレビ業界で働いていて驚きました」（生命健康科学

部、１年生、男性）、「この先輩がどのような大学生活

をおくっていたのか、もっと知りたい」（生命健康科

学部、１年生、女性）、「先輩が頑張っている姿を見て、

僕も頑張ろうと思いました」（現代教育学部、２年生、

男性）などである。このことから、自校についてのビ

デオ・DVD、とくに、テレビ番組・テレビニュース

の映像を視聴することが、学生たちにとって、自校に

関する特性を認識し、自校についてのアイデンティティ

を確認・共有し、帰属感を高めることにつながるので

はないかという着想に至ったのである。
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3 研究の方法

筆者は普段から中部大学に関するテレビ番組・テレ

ビニュースを録画している。それらの映像のそれぞれ

一部分（３～10分程度）を、2012年度春学期に担当し

た「映像を読む／映像の世界」の授業（合計３クラス）

で学生たちに見せた。それが以下のうち①～⑦と⑨の

８本である。なお、⑧は中部大学が制作したビデオで

ある。

①第３回授業 「あげテン」東海テレビ、2012年４

月６日放送、人文学部卒業生が番組のアシスタン

トディレクターとして活躍

②第５回授業 「イッポウ」CBC、2010年10月18

日放送、経営情報学部・Ｔ先生、携帯電話を使っ

た授業システム（Cumoc）を紹介

③第７回授業 「ほっとイブニング」NHK、2012

年５月21日放送、「ニュースJAPAN」フジテレ

ビ、2012年４月30日放送、工学部・Ｈ先生、居眠

り運転防止システムを開発

④第８回授業 「あげテン」東海テレビ、2012年５

月25日放送、人文学部卒業生が番組のアシスタン

トディレクターとして活躍（２回目）

⑤第９回授業 「SKE大学ナビ」メーテレ、2011

年５月12日放送、民族資料博物館を国際関係学部・

Ｗ先生とSKE48メンバーが紹介

⑥第10回授業 「ほっとイブニング」NHK、2011

年５月20日放送、現代教育学部・Ｆ先生、辞書引

き学習法

⑦第11回授業 「さらさらサラダ」NHK、2011年

11月24日放送、笑顔の写真を印刷した傘で展覧会

アートディレクター 工学部卒業生・Ｍさん

⑧第13回授業 「不言実行 創立者、夢の軌跡」中

部大学紹介ビデオ、2008年改訂版

⑨第14回授業 「情熱大陸」TBS、2011年７月24

日放送、総合工学研究所・Ｔ先生

これらの映像を視聴したことによる「自校教育」の

効果について、毎回の授業での「感想・質問カード」

の内容と、最終回（第15回）の授業内で実施したアン

ケートをもとに検討を行った。対象者は、2012年度春

学期金曜日３・４限に開講している「映像を読む／映

像の世界」の受講生である。受講生の属性は、文系・

理系7学部すべてにわたり、学年も１年生から４年生

まですべてにわたる。アンケート調査は2012年７月20

日の第15回の授業の最後に行い、当日出席者107人の

うち96.3％にあたる103人から回答があった。

アンケート調査は、上記９本の映像を視聴したこと

で「問１ 中部大学の教育・研究の特徴への理解が深

まったかどうか」「問２ 中部大学への愛校心が高まっ

たかどうか」「問３ 自分自身のやる気や学習意欲が

高まったかどうか」「問４ 中部大学の目的・理念に

ついての理解が深まったかどうか」「問５ 中部大学

の歴史についての理解が深まったかどうか」の５つに

ついてそれぞれ５件法で尋ねた。

4 結果と考察

4.1 自校教育における映像視聴の効果

第７回授業（「居眠り運転防止システム開発」につ

いてのニュースを視聴）後の「感想・質問カード」に

は、以下のような感想が見られた。

中部大学って意外にニュースで取り上げられてい

るんだなと思ったし、意外にすごい先生が多いと思っ

た。 （経営情報学部、２年生、男性）

普段当たり前に来ている中部大学が、全国に名前

を知られていることは、とてもすごいことだと思い

ました。 （経営情報学部、２年生、男性）

これまで中部大学のことをあなどっていたが、あ

などれないと思った。技術力は名古屋大学より高い

のではないか。 （応用生物学部、２年生、女性）

これらのように、わずか５分前後のニュース映像で

はあるが、自校の教員、そしてその研究がテレビニュー

スで紹介されていた映像を見たことで、中部大学で行

われている研究について、誇りに感じる感想が多く見

られた。

また、第９回授業（「中部大学・民俗資料博物館」

を紹介したテレビ番組を視聴）後の「感想・質問カー

ド」では、以下のような感想が見られた。

中部大学にこんなすごい施設があるとは知りませ

んでした。今度行ってみたいと思います。

（生命健康科学部、１年生、女性）

まさかSKEが中部大学に来ていたとはびっくり

ですね。中部大はすごいところだなと改めて感じま

した。 （工学部、２年生、男性）

これら第７回授業、第９回授業の「感想・質問カー

ド」の記述に共通して見られるのは、「１．今まで知

らなかった自校のことを、テレビ局が制作した映像で

知る」、そして「２．テレビ局の映像として自校が紹

介されていることで、自校のことを誇りに思う」とい

う２つの過程である。これらについては、さらに次節

５で検討する。

なお、学生たちにとって効果があったのは、テレビ

映像ばかりではない。中部大学が制作したDVD「不
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言実行 創立者、夢の軌跡」の一部分を視聴した第13

回授業の後の「感想・質問カード」には、以下のよう

な感想が見られた。

中部大学の創立者のことがよくわかったし、この

人の努力はとてもすごいと思いました」

（生命健康科学部、１年生、男性）

不言実行、あてになる人間。この建学の精神のよ

うな人間になるぞ～。

（生命健康科学部、1年生、女性）

次に、これらの映像視聴の効果について、アンケー

ト調査の結果をもとに見てみよう。９本の自校に関す

る映像を視聴したことで、前述した５つの質問につい

て、「とても深まった」「やや深まった」を合計すると、

下記のようになった。

問１ 教育・研究の特徴や長所への理解……76.7％

問２ 自校への愛校心 ……53.4％

問３ やる気や学習意欲 ……51.4％

問４ 自校の目的・理念への理解 ……49.5％

問５ 自校の歴史への理解 ……66.0％

以上のように、項目によるばらつきはあるものの、

とくに「問１ 自校の教育・研究の特徴や長所への理

解」では76.7％、「問５ 自校の歴史への理解」では

66.0％の学生が「深まった」と答えている。これらの

ことから、自校に関する映像視聴は、自校教育に一定

の効果があると結論づけることができるだろう。

4.2 自校教育における映像内容別の効果

では次に、問１から問５のそれぞれの項目について、

学生たちが最も役にたったと考えた映像はどのような

ものだろうか。アンケートでは、問６として、「問６－

１ 自校の教育・研究の特徴や長所への理解」「問６－

２ 自校への愛校心」「問６－３ やる気や学習意欲」、

「問６－４自 校の目的・理念への理解」「問６－５

自校の歴史への理解」のそれぞれについて、①～⑨の

うちどの映像が役にたったかを聞いた。

その結果、「問６－１ 自校の教育・研究の特徴や

長所への理解」には、③『ほっとイブニング』（NHK、

2012年５月21日放送、工学部・Ｈ先生、居眠り運転防

止システムを開発）をあげた学生が33.4％と最も多かっ

た。

「問６－２ 自校への愛校心の向上」には、⑨『情

熱大陸』（TBS、2011年７月24日放送、総合工学研究

所・Ｔ先生）をあげた学生が16.5％と最も多かった。

「問６－３ やる気や学習意欲の向上」には、①

『あげテン』（東海テレビ、2012年４月６日放送、人文

学部卒業生が番組のアシスタントディレクターとして

活躍）をあげた学生が15.0％と最も多くかった。

「問６－４ 自校の目的・理念の理解」と「問６－

５ 自校の歴史への理解」では、⑧『不言実行 創立

者、夢の軌跡』（中部大学紹介ビデオ、2008年改訂版）

をあげた学生が それぞれ41.7％、61.2％と最も多かっ

た。

これらの結果から、「自校の目的・理念の理解」や

「自校の歴史」については、大学が独自に制作した映

像が効果的である一方で、「自校の教育・研究の特徴

や長所」「愛校心の向上」「自分自身のやる気や学習意

欲の向上」には、テレビで放送された映像が効果的で

あることがわかる。では、なぜこれらのテレビ映像が

効果的なのだろうか。

4.3 なぜ自校に関するテレビ映像は、「自校

の教育・研究の理解」「愛校心の向上」

「やる気や学習意欲の向上」に効果があ

るのか

学生たちは、日々、中部大学で学生生活をおくって

いる。しかし、中部大学から約250キロ離れた東京の

テレビ局から、そして約15キロはなれた名古屋市中心

部のテレビ局からの映像によって、自分の大学の教育・

研究について理解したり、愛校心を向上させたり、学

習意欲を向上させたりしている。これはなぜだろうか。

Boorstin（1962）は、メディアによって提示され

る世界を「擬似イベント」と呼び、そこで提示される

世界を、「現実そのものよりも、よりいきいきと、よ

り魅力的で、より印象深く、より説得力をもつ」とし

ている。例えば、愛知県に住む私たちは、実際に目の

前で起きているできごとそのものよりも、メディアが

提示する愛知県内のできごとをより魅力的で、より印

象深く、より説得力をもつものとして受け取るのであ

る。これと同じように、大学生たちも、自分たちの大

学内で起きているできごとそのものよりも、メディア

が提示する大学に関するできごとを、より魅力的で、

より印象深く、より説得力をもつものとして受け止め

ているのではないだろうか。

さらに、小川（2009）が「私たちは、メディアによっ

てステレオタイプ化されたイメージを無意識のうちに

頭の中に蓄積させて理解させたつもりになっている」

と言うように、私たちは、世界で起きている無数の事

象の中で、マス・メディアが選択し提示したイメージ

によって世界を認識しているのである。とするならば、

学生たちも、マス・メディアが選択し、提示したイメー

ジによって自らの大学について認識しているのではな

いだろうか。つまり、学生たちは、マス・メディアが

自分の大学を取り上げていることで、「自分の大学が
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重要なものである」というイメージをもち、それが

「自校の教育・研究の特徴や長所への理解」や「愛校

心の向上」や「学習意欲ややる気の向上」につながっ

ていくと考えられるのである。

さらに、自校についてマス・メディアが報じた映像

を見ることは、学生にとって大学への帰属感・アイデ

ンティティを形成し、高める上でも効果があると考え

られる。Anderson（1983）は、国民を「イメージと

して心に描かれた想像の政治的共同体」であると定義

し、近代国家の成立に果たした印刷メディアの役割に

ついて論じている。Andersonのいう「国民国家にお

けるナショナリズム」と、「大学における愛校心、帰

属感」を相似形のものと仮定するならば、放送された

映像を多くの学生が視聴することによって、大学内で

「想像の共同体」をつくることが可能になるのではな

いだろうか。これらの仮説をもとに、最後に提言をま

とめたい。

5 まとめ

現代の大学において、学生たちの大学への帰属感を

高め、大学のアイデンティティを確認・共有する上で

は、テレビに出演する教員たちは大きな役割を果たす

と考えられる。このことをふまえ、今後、全国の大学

では、何らかの形で、自校についてのニュース映像・

テレビ番組映像の収集・保存に積極的に取り組むべき

である。

多くの大学で、これまで教員の論文や著書などにつ

いては、大学図書館などで収集・保存がなされてきた。

しかし、教員が出演したニュース映像やテレビ番組な

どが大学として組織的・体系的に収集・保存されてき

たとは言い難い。これらの映像を組織的・体系的に収

集・保存するとともに、学生たちがこれらを自由に視

聴できるようにし、教員が授業などで活用できるよう

になれば、「自校教育」に大いに役立つと考えられる。

以上のような「自校教育」における映像の積極的な

活用を、21世紀の大学の新たな役割として提言したい。
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