
1 問題と目的

1.1 今、求められている初年次教育

初年次教育は、大学入学者の著しい増加とあいまっ

てその必要性および重要性が注目されるようになり、

2007年には97％の大学が実施するに至っている

（LeeUpcraft,M.ほか、2007；国立教育政策研究所、

2009）。最近の初年次教育の目的は、初年次教育学会

の定義によれば、大学という場の理解、大学の中での

人間関係の構築、スタディスキルの獲得、クリティカ

ルティンキングなどの思考法を身につける、学生の態

度変容（受動から能動へ）を促す、学生の自立、自律

を促す、などの８項目となっている（河合塾、2010）。

しかしその取り組みや成果に関しては、大学の規模や

入学難易度の違い、入学後の中退率や留年率の違い、

あるいは担当教員の専門分野や意識の問題などから大

学間の差が大きいといわれる（山田、2012）。このよ

うな状況の中で、今求められる初年次教育を考えると

き、志望の異なる目の前の学生の現状やニーズと大学

の教育目標との間をどう繋いでいくかという観点での

検証が重要であろう。

中部大学でも、2010年から初年次教育を共通教育科

目「スタートアップセミナー」として単位化した。こ

れは、共通内容、共通テキスト（中部大学全学共通教

育部初年次教育科、2013）を核にしながらも、各学部

学科で独自のシラバスを作成しそれに沿って実施する

ものである。児童教育学科では事情により2012年度か

らこれを開始している。

筆者らは、2012年度の児童教育学科の「スタートアッ

プセミナー」が学生にとってどのような意味や成果が

あったのかについて、事後の聞き取り調査を実施し検

討した（吉田ほか、2013）。その結果、聞き取り対象

の８名の学生に限って言えば、「スタートアップセミ

ナー」は楽しく有意義で、児童教育学科のこれからの

学びの概要を知る良い機会となることが示唆された。

この調査を契機として、児童教育学科における初年次

教育のよりよいあり方を探っていく必要がある。

1.2 児童教育学科の初年次教育の目標と内容

児童教育学科の教育目標は、教育学関連科目等の総

合的な学びをとおして社会に貢献する人間を育てるこ

とであり、創設（2008年度）以来その目標に沿って学

部学科独自の初年次教育を実施してきた。その目標と

内容については、2012年度の実践報告（吉田ほか、

2013）に述べたが、2013年度の若干の変更点にも触れ

ながら簡単に要約しておく。

児童教育学科の2012年度からの「スタートアップセ

ミナー」の目標は、本大学の初年次教育としての「ス

タートアップセミナー」のねらいを核とし学科独自の

課題を加えたものである。すなわち、本学の一員とし

ての帰属意識を高め、建学の精神に沿った人間育成を

行うと同時に、児童教育学科の教育目標に対する理解

を深めさせること、そのための活動を通して、学生相

互の人間関係を強め、有意義で健康的な学生生活を送

るために必要な基礎的・実践的な習慣や態度を熟成さ

せることである。

これらを達成するための授業の具体的な教育内容は、

建学の精神、基本理念にかかわる活動、学生生活のラ

イフプラン・キャリアプラン、学びのスキル、学科の

特性理解の４つである。具体的には、「建学の精神、

基本理念にかかわる活動」として、建学の精神に関す

る聴講および社会貢献活動（ボランティア活動など）

のプランニングと実施を奨励する。「学生生活のライ

フプラン・キャリアプラン」では、自己理解や今後の

キャリアに関する400字の作文を３回、輪読・推敲し

ながら完成させる（「私４００」と命名）。「学びのス

キル」では、社会的環境に関する理解の促進とプレゼ

ンテーション技術やコミュニケーション力の向上を目

指して、グループ対抗のディベートを行う。「学科の

特性理解」では、学科教員の専門分野について聞き取

る機会を作り、また「学習指導要領学習会」として学

習指導要領の音読や要約を行い、小学校ではどのよう

な教科・領域で何を学ぶのかを概観する。

そこで本授業のシラバスは、これら４つの活動を軸

に他の活動を含めたものになっている。実際の授業は

14回の授業として次頁のように展開した。

なお、本授業の趣旨と目標を効果的に実現するため

に、学生を５グループに分けて専任教員２名がそのク

ラスを担当した（各グループの学生数は16名～18名）。

さらに教員は学科で作成した＜スタートアップセミナー

教員マニュアル＞の冊子に基づいて授業を進め、適宜
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教員間で調整などを行った。

１回目 グループ別オリエンテーション

２回目 学力確認試験

３回目 中部大学・児童教育学科について学ぼう

大学生活と精神衛生

４回目 社会貢献活動①計画・学習指導要領学習法

５回目 演劇鑑賞

６回目 学習指導要領学習会① ディベート①

７回目 環境美化①・「私４００」①

８回目 学習指導要領学習会② ディベート②

９回目 環境美化② 学習指導要領学習会③

ディベート③

10回目 グループ対抗ディベート大会

11回目 学習指導要領学習会④ 「私４００」②

12回目 環境美化③ 学習指導要領学習会⑤

社会貢献活動②プラン報告

13回目 グループ対抗「学習指導要領」試験

「私４００」③

14回目 全体の振り返り

1.3 本研究の目的

本研究は、2013年度の「スタートアップセミナー」

に対する学生と教員の授業評価をアンケート調査によっ

て客観的に分析し、１年目の結果と比較しながら今後

の資料を得ることを目的とする。

具体的には、授業の４つの目標はどの程度達成され

たかを、４つの活動（社会貢献活動、「私４００」、ディ

ベート、学習指導要領学習会）に対する学生の受け止

め方を通して明らかにする。また担当教員の授業評価

や学生と教員の授業評価の違いについても検討する。

一方、2012年度の「スタートアップセミナー」の受講

学生の聞き取りから明らかになった諸問題（吉田ほか、

2013）の改善についても検討したい。

以上を通して、さらに充実した３年目の「スタート

アップセミナー」への資料を得るとともに、教員養成

系の学部の初年次教育のあり方について考察する。

2 方 法

被調査者：児童教育学科2013年度入学生95名（１回目

欠席者３名、２回目欠席者３名）。担当教員10名。

調査内容：学生へのアンケート調査では、被調査者の

属性についての設問４項目、授業内容についての設問

32項目。項目内容は結果の図１に示す通りである。回

答方法はマークシート方式と自由記述。マークシート

方式では回答を４段階で求め、「そう思う」に４点、

「どちらかといえばそう思う」に３点、「どちらかとい

えばそう思わない」に２点、「そう思わない」に１点

を付与して、アンケート実施時期別（１回目と２回目）

にグループごとの平均値と標準偏差を算出し統計処理

をした。最後に、各活動ごとにスペースを設け自由に

感想を記述してもらった。

教員の調査では、主担当・副担当の別及び授業出席

回数、授業内容についての設問５項目。項目内容は設

問１「この授業で学生は、大学での学び方が分かると

思うか」、設問２「この授業は学生にとって、意味が

あると思うか」、設問３「この授業で学生は児童教育

学科での学び方が分かると思うか」、設問４「あなた

自身は、授業のねらいについて分からないと感じるか」、

設問５「学生の今後の生活の役に立つと思うか」であ

る。設問１～５の回答は４段階評定で求め、「そう思

う」を４点、「どちらかといえばそう思う」を３点、

「どちらかといえばそう思わない」を２点、「そう思わ

ない」を１点とし、分析に用いた。また、各活動に対

する意見・感想を自由に記述してもらった。

調査時期：学生対象の調査は１回目は５月22日（５回

目）、２回目は７月12日（14回目）、所要15分程度。教

員対象の調査は７月下旬に１回行った。

3 結果と考察

3.1 学生を対象としたアンケート調査（設問

１～36）

（１）被調査者の概要

設問１～４までの回答をまとめると被調査者は男子

が７割であった。児童教育学科入学の動機を聞いたと

ころ、２回目の調査ではやや減少したものの７割以上

の学生が教員を志望している。また親元から通学して

いる学生も７割以上で、大学の近隣の地域出身者が多

いことが分かった。

（２）「スタートアップセミナー」に関する回答の全

体的な傾向

設問５～36についての調査回数（１回目と２回目）

別の評定平均値を図１に示した。評定値は４に近いほ

ど「そう思う」という意識を示している。図から全体

的傾向を見ると、32項目中21項目は平均値が2.5より

高く、「スタートアップセミナー」を肯定的に受け止

めている。評定値が2.5より低いのは逆転項目（例：

○○のねらいは分からない）ばかりであった。また、

後に詳述するように、１回目と２回目の調査間で評定

平均値に有意差があるのは設問15だけであった。この

ことから、「スタートアップセミナー」は、アンケー

ト実施時期に関係なく、全体としてほぼはじめから学

生に「楽しく意義のある活動である」と受け止められ

ていたといえよう。
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（３）「スタートアップセミナー」全体に関する設問

について

アンケートの設問５～12は、授業全体の印象を尋ね

ている。表１から表８は、各設問についてグループ別

かつ調査回数別の評定平均値と標準偏差を示したもの

である。設問別にみると、「スタートアップセミナー」

全体についてのグループ間と調査回数の２条件込みの

評定平均値が2.5以上であったのは「楽しいか」「友だ

ちができるか」「（大学での）学び方が分かるか」「意

義があるか」「学科の学び方が分かるか」「今後に役立

つか」である。とくに、「楽しいか」「意義があるか」

「今後に役立つか」という設問への評定平均値は3.0以

上となっている。また、「難しいか」という設問に対

する評定平均値も2.5であり、学生たちは、「スタート

アップセミナー」全体を、楽しく意義があるけれども

難しい、と捉えている。

表１から表８に対して、回数×グループ間の２要因

の分散分析を行ったところ、各表の下段に示すような

検定結果となった。どの設問にも交互作用は見られず、

グループの主効果が有意であったのは、「楽しいか」

「意義があるか」「学科の学び方が分かるか」の３つの

設問である。それぞれ下位検定を行ったところ、「楽

しいか」「学科の学び方が分かるか」という設問に対

しては、第１、第２グループのほうが第４グループよ

り平均評定値が有意に高かった。「意義があるか」と

いう設問に対しては、第２グループのほうが第４グルー

プより有意に高かった。

３つの設問でグループ間の学生の意識の違いをもた

らしたのは、教員の課題説明やプログラム内容の時間

配分などの違いではないかと思われるが、グループ間

の違いが見られない設問の方が多いことを考えると、

統一シラバスや教員マニュアルに一定の効果があった

といってよいだろう。

表１〈設問５「スタートアップセミナー」は全般的に

楽しいですか〉

表２〈設問６「スタートアップセミナー」に参加する

と友だちができると思いますか〉
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表３〈設問７「スタートアップセミナー」は全体に難

しいと感じますか〉

表４〈設問８「スタートアップセミナー」では、学び

方が分かると思いますか〉

表５〈設問９「スタートアップセミナー」は自分にとっ

て意義があると思いますか〉

表６〈設問10「スタートアップセミナー」のねらいに

ついて分からないと感じますか＞

表７〈設問11「スタートアップセミナー」で児童教育

学科での学び方が分かると思いますか〉

表８〈設問12「スタートアップセミナー」は今後、役

に立つと思いますか〉

（４）社会貢献活動について

アンケートの設問13～18は、「社会貢献活動」につ

いての印象を尋ねた。表９から表14は、各設問につい

てグループごとの評定平均値と標準偏差を調査回数別

に示したものである。設問別にみると、「社会貢献活

動」についてのグループ間と調査回数の２条件込みの

評定平均値が2.5以上であったのは「役立つか」「楽し

いか」「意義があるか」であり、特に「役立つか」の

平均値は3.4で最も高い。また、「計画を立てるのは難

しいか」という設問に対する評定平均値も2.5である。

学生たちは、「社会貢献活動」を、今後に役に立つ意

義がある活動で楽しいが計画を立てるのは難しい、と

捉えているようである。一方、平均評定値が2.5未満

の設問は、「ねらいが分からないか」「他の学生からの

影響を受けたか」の２つである。前者は、逆転項目で

あり上記の設問同様に社会貢献活動への肯定的意識を

示している。後者は、学生間の相互の学び合いがやや

低調であったことを示唆している。

表９から表14に対して、回数×グループ間の２要因

の分散分析を行ったところ、表の下段に示すような検

定結果となった。どの設問にも交互作用は見られず、

調査回数の主効果が有意であったのは、「計画を立て

るのは難しいか」という設問に対してだけであった。

すなわち、「社会貢献活動の計画を立てるのは難しい」

という学生の意識は、２回目には有意に減少しており、

授業展開の過程で「社会貢献活動」の計画や実施方法

について理解が進んでいったことが伺われる。

表９〈設問13「社会貢献活動」は今後、役に立つと思

いますか〉
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表10〈設問14「社会貢献活動」のねらいについて分か

らないと感じますか〉

表11〈設問15「社会貢献活動」の計画を立てるのは難

しいですか〉

表12〈設問16「社会貢献活動」は楽しいですか〉

表13〈設問17「社会貢献活動」は自分にとって意義が

あると思いますか〉

表14〈設問18「社会貢献活動」では、他の学生の活動

から影響を受けましたか〉

（５）「私４００」について

アンケートの設問19～24は、「私４００」という作

文についての印象を尋ねた。表15から表20は、各設問

についてグループごとの評定平均値と標準偏差を調査

回数別に示したものである。設問別にみると、「私

４００」についての条件込みの評定平均値が2.5以上

であったのは「役立つか」「意義があるか」「他の学生

からの影響を受けたか」である。とくに「役立つか」

「意義があるか」についての平均値は3.0で高い評定値

である。また、「難しいか」という設問に対する評定

平均値も2.7であり、学生たちは、「私４００」を、今

後に役立ち、意義があるが難しい、と捉えている。ま

た作文活動では下書きを相互に輪読するという時間を

設けていたため、作文では他の学生からの意見などを

推敲に役立てたことを示唆している。

一方、評定平均値が2.5未満の設問は、「ねらいが分

からないか」「書くのは楽しいか」の２つである。前

者は、逆転項目であり「私４００」に対してどちらか

といえば肯定的意識を示し、後者は作文を書くことが

学生にとってそれほど楽しいものではないことを示し

ていると思われる。

表15から表20に対して、回数×グループ間の２要因

の分散分析を行ったところ、表の下段に示すような検

定結果となった。どの設問にも交互作用は見られず、

グループの主効果が有意であったのは、「書くのは楽

しいか」という設問に対してだけであった。下位検定

の結果、グループ３の評定平均値が高くなっており、

教員または学生間の何らかの要因が楽しさを感じさせ

たと思われる。

表15〈設問19「私４００」は今後、役に立つと思いま

すか〉

表16〈設問20「私４００」のねらいについて分からな

いと感じますか〉
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表17〈設問21「私４００」の作文を400字で書くのは

難しいですか〉

表18〈設問22「私４００」で自分について書くのは楽

しいですか〉

表19〈設問23「私４００」は自分にとって意義がある

と思いますか〉

表20〈設問24「私４００」では、他の学生との話し合

いから影響を受けましたか〉

（６） ディベートについて

アンケートの設問25～30は、「ディベート」につい

ての印象を尋ねた。表21から表26は、各設問について

グループごとの評定平均値と標準偏差を調査回数別に

示したものである。設問別にみると、「ディベート」

についての条件込みの評定平均値が2.5以上であった

のは「役立つか」「楽しいか」「意義があるか」である。

特に「役立つか」「意義があるか」に対する平均値は

3.3と3.1で高い値であり、「楽しいか」に対する値2.7

のほうが低くなっている。また、「難しいか」という

設問に対する評定平均値も3.2である。したがって学

生たちは「ディベート」を、楽しいというより今後に役

立ち意義がある活動だが難しい、と捉えている。

一方、評定平均値が2.5未満の設問は、「ねらいが分

からないか」「対抗戦で学生間の人間関係が悪くなる

か」の２つである。前者は、逆転項目であるのでディ

ベートへの肯定的意識を示している。後者の設問の評

定平均値は1.7であり、ディベートによって学生間の

人間関係が悪くなるとは思っておらず、学生は、ディ

ベートが討論のゲームであることを理解していること

を示唆している。

表21から表26に対して、回数×グループ間の２要因

の分散分析を行ったところ、表の下段に示すような検

定結果となった。どの設問にも交互作用は見られず、

グループの主効果が有意であったのは、「楽しいか」

という設問に対してだけであった。下位検定の結果、

第４グループの評定平均値が第２，第３グループより

有意に低かった。その理由は複数考えられるが、３名

程度のグループワークを中心とした活動であったため、

ワークグループ内の人間関係やワークグループ間の交

流のさせ方などの影響が考えられる。

表21〈設問25「ディベート」は今後、役に立つと思い

ますか〉

表22〈設問26「ディベート」のねらいについて分から

ないと感じますか〉

表23〈設問27「ディベート」は難しいですか〉
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表24〈設問28「ディベート」は楽しいですか〉

表25〈設問29「ディベート」は自分にとって意義があ

ると思いますか〉

表26〈設問30「ディベート」のグループ対抗戦をする

ことによって、学生同士の人間関係が悪くなる

と思いますか〉

（７）学習指導要領学習会について

アンケートの設問31～36は、「学習指導要領学習会」

についての印象を尋ねた。表27から表32は、各設問に

ついてグループごとの評定平均値と標準偏差を調査回

数別に示したものである。設問別にみると、「学習指

導要領学習会」についての条件込みの評定平均値が

2.5以上であったのは「役立つか」「意義があるか」

「グループで学ぶのはよいか」であり、いずれも3.0以

上の値である。また、「難しいか」という設問に対す

る評定平均値も2.9であり、学生たちは、「学習指導要

領学習会」を、今後に役立ち意義があるが難しい、と

捉えている。一方、評定平均値が2.5未満の設問は、

「ねらいが分からないか」「楽しいか」の２つである。

前者は、逆転項目であり上記の設問同様に学習指導要

領学習会への肯定的意識を示している。後者の設問の

評定平均値は2.4であり、否定的ではないものの学習

会はそれほど楽しいとは思っていないことが伺われる。

表27から表32に対して、回数×グループ間の２要因

の分散分析を行ったところ、表の下段に示すように、

どの設問にも有意な差は見られなかった。学習指導要

領の学習会については、グループ間や調査時期に関わ

らず、学習は役立ち、意義がある、ねらいも分かる、

しかし難しい、またあまり楽しいとは思えない、とい

う印象を持っているといえよう。

表27〈設問31「学習指導要領学習会」は今後、役に立

つと思いますか〉

表28〈設問32「学習指導要領学習会」のねらいについ

て分からないと感じますか〉

表29〈設問33「学習指導要領学習会」は難しいです

か〉

表30〈設問34「学習指導要領学習会」は楽しいです

か〉
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表31〈設問35「学習指導要領学習会」は自分にとって

意義があると思いますか〉

表32〈設問36「学習指導要領学習会」においてグルー

プで学ぶことは良いと思いますか〉

（８）４つの活動間の比較

これまで全体及び４つの活動別に設問に対する回答

（評定値）を見てきたが、ここで５つの設問を取り上

げて、各活動間の被調査者全体の評定平均値の違いに

ついて検討する。

図２は、5つの設問に対する各活動への評定平均値

を示したものである。これに対して設問ごとに一要因

の分散分析を行った結果を表33に示した。

図２、表33の示すところを整理してみる。まず、

「○○は今後、役に立つか」という設問については活

動間に有意差があり、社会貢献活動とディベートを

「私４００」よりも役立つと捉えていることが示唆さ

れた。「○○は楽しいか」という設問については、社

会貢献活動とディベートを「私４００」と学習指導要

領学習よりも楽しいと捉えていることが示唆された。

「○○は意義があるか」という設問については、社会

貢献活動をディベート及び「私４００」よりも意義が

あると捉えていることが示唆された。「○○は難しい

か」という設問について、社会貢献活動とディベート

は「私４００」よりも難しいと捉えていることが示唆

された。「○○のねらいについて分からないと思うか」

という設問については活動間の有意差は見られなかっ

た。このことは、それぞれの活動のねらいについては、

学生たちはおおむね理解していることを示唆している。

これらをまとめると、活動によって学生の受け止め

方は異なるといえよう。役立つ、また楽しいと思われ

ているのは社会貢献活動とディベートであり、難しい

のもその２つの活動であるようだ。また社会貢献活動

は他の活動と比べると「意義がある」と捉えており、

今回の授業のような多様な活動は、それぞれに独自の

意味を持つ活動であることが分かる。
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3.2 学生を対象としたアンケート調査（自由

記述）

（１）社会貢献活動について

第１回アンケートは、学生が社会貢献の準備を進め

ている時期に行った。「忙しくてなかなか時間がない

けれど、いい経験になると思うので積極的にがんばり

たい」などの前向きな記述が多く、社会貢献活動で自

己の成長を期待する学生が多いことがわかる。

第２回アンケートは、多くの学生が社会貢献を体験

した時期に行った。そのため「子どもと触れ合う機会

があまりないので良い機会になってよかった」と活動

の意義を理解し、楽しく活動に取り組み、自己の成長

を実感している感想が見られる。また「地域の方と関

わりを持つことができたのでよかった」と、地域での

自分の位置を見つけ、社会の一員であるという意識が

芽生えた学生もいる。さらに「社会貢献をしたことが

なかったので、この活動で初めて社会貢献団体に入っ

た。こうして地域に貢献することも大切だと思った」

と、継続的に社会貢献活動に関わることを計画してい

る学生もいる。

社会貢献活動に対する難しさについての記述は第２

回アンケートでは減少している。今回の社会貢献活動

を通し、自分で計画し実施していく楽しさを感じ、自

信がついたためと考えられる。

（２）「私４００」について

「私４００」の活動では、400字の作文を３回書い

た。各回の課題は「いままでの自分」、「30歳の自分」、

「30歳の自分を実現するための計画」である。

第１回アンケートは１回目の作文を終えた時期に行っ

た。記述の内容は３つに分類できる。第一は「改めて

自分と向き合えた感じがした」などの、自己理解に関

する記述である。第二は「文章を書くのは大変だが、

書く練習になるのでうれしい、続けてほしい」など、

文章力育成に関するものであった。第三は「自分につ

いて書くのは少し恥ずかしかったけど、みんなのこと

も知れたので良かった」と、他者を意識した自己表現

やコミュニケーションに関する記述であった。一方、

「自分のことを書くのは難しかった」と、内容の難し

さや「まだうまく書けないので大変に感じる」と、文

章力に対する不安を訴える学生もいた。

第２回アンケートは３回の作文終了後に実施した。

第１回アンケートと同様に３つの内容に分類できる。

第一は自己理解に関するものであり、「今までの自分

や将来について考える良いきっかけになった」などの

記述があった。第１回アンケートより多くの学生が自

己理解について記述している。第二は文章力について

の内容で、「文章力がついた」などの意見があった。

第三は自己表現やコミュニケーションに関する記述で、

「自分の夢について書くのは少し難しい、だけど見つ

めなおして文章や言葉にしてみるのも大切だと思った」

などの感想があった。第１回アンケートと同様に、

「将来の自分について書くのは難しい」などのテーマ

の難しさや、「400字で自分のことを書くのは難しいと

思う」など、文章力不足を自覚する学生もいた。

さらに第一の自己理解についての記述数を比較する

と、第２回アンケートの記入数は第１回アンケートの

２倍になっている。作文を行う度に自己を見つめ自己

理解を深めたのではないかと考えられる。

（３）ディベートについて

第１回アンケートはディベートの説明を受け、課題

について理解し、対戦に向け準備を始めた時期に実施

した。「自分の意見、他の人の意見を大切にして協力

してまとめていくことが楽しい」などと、ディベート

の基本的な意義を理解し、役に立つので積極的に取り

組んでいきたいという姿勢が伺えた。また、「テーマ

が難しい」と難しさについて書いている学生もいた。

第２回アンケートはディベートを終えた時期に実施

した。「肯定や否定を考えることがとても大変だった

が、どの職業に入っても自分の意見について発言する

のは大切だと思う」と、ディベートは意義がある、今

後役に立つ、楽しいと考えている学生が第１回アンケー

トより増加し、「グループ同士で協力して考えること

ができた」とチームワークの大切さを学んだ学生もい

た。

（４）学習指導要領学習会について

第１回アンケートは学習会を始めて日が浅い時期に

実施した。「グループの中で相談して大切なところを

話し合えるので、とても勉強になると思う」というよ

うに、学習指導要領を理解し覚えるために役立ったと

いう意見や、教員になることを見据え「教える側になっ

て少し先生の立場になれる機会があるのでいい経験に

なったと思う」という意見もあった。一方、「自分で

勉強すればいいので、正直いらないと思う」など、学

習指導要領の学習方法について否定的な記述もあった。

第２回アンケートは全ての学習会終了後に実施した。

「自分でまとめて、重要なところに線を引いて、みん

なの前で発表することはとてもいいことだと思う」な

ど、学習指導要領学習の意義を確認しつつ学習活動を

行い、成長したと実感し、将来の教員採用試験に役に

立つのでさらに取り組んでいきたいと考えているよう

だ。しかし「教員になるには避けられないことだけど、

みんなでやる意味が分からない」という意見もあった。
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以上検討してきたように、3.1のアンケート結果と

同様に、４つの活動に関して「役に立ち、意義があり、

楽しいが難しいもの」と学生が捉えていることが分か

る。自由記述によって、学生が各活動をどように受け

止め、感じたのかを詳細に知ることができた。

3.3 担当教員を対象としたアンケート調査

（１）「スタートアップセミナー」全体に関する設問

について（設問１～５）

設問１～５では、「ねらいについてわからないか」

で１名が「どちらかといえばそう思う」と回答した以

外は、すべてが評定３以上（逆転項目は２以下）の肯

定的な回答であった。

（２） 社会貢献活動について（自由記述）

「社会貢献の意義・意味を十分に理解させてから始

める必要がある」「４年間の継続ではなく、一回で終

わっている学生がいる」など、本活動の意義に対する

学生の理解の低さや教員の説明不足に対する指摘があっ

た。また、「学生の取り組みへの意識に差がある」「春

学期中にスタートを切れない学生への指導が必要」な

ど、活動の報告や確かめが十分にできていないとの意

見があった。その他、「ボランティア情報関連のホー

ムページの紹介などにより、昨年度よりスムーズになっ

た」など、ボランティア先を見つけることがスムーズ

に行われたとの感想があった。

（３）「私４００」について（自由記述）

テーマについては、「将来を真剣に考えてよい」「課

題を明らかにすることができてよい」との肯定的な意

見の他、「興味・関心を狭めてしまうところもある」

との意見もあった。

作文については、「基礎を学ばせる必要がある」「作

文力の強化」など、作文スキルに対する指導が必要と

の意見が多かった。

輪読・推敲については、「時間が足りない」「感想に

なってしまう」「推敲の意味をもたない」など、うま

く機能していないとの指摘があった。

（４）ディベートについて（自由記述）

テーマについては、「おもしろく、学びになってい

る」「明らかに肯定意見が有利になるなどのテーマが

あり再選定の必要がある」との意見があった。

ディベートのスキルについては、「ディベートの論

理的な討論への指導が必要」「調べる等準備の時間を

もっととって、そこを評価したい」など、準備や討論

の指導にもっと時間が必要であるとの指摘があった。

その他、「パワーポイントでの発表の良い機会」「学

生同士のコミュニケーションの良い機会」との意見や

「昨年度に比べて時間的に余裕ができてよかった」と

の感想がみられた。

（５）学習指導要領勉強会について（自由記述）

学習指導要領の通読について「範囲が広い。読んで

みた程度で終わってしまった」「総則のみでよい」「時

間が足りない」「主体的な学びがねらいだったが、安

直な方法になっている。本質を学ばせたい」など範囲

や到達目標の見直しを求める意見があった。

また、配布資料について、「資料があることにより

勉強しやすかった」との意見がある反面、「資料が多

く、消化不良」「プリントが多く、趣旨がぼけた」な

どの指摘があった。

勉強会については、「学習会で何を学べばよいかが

難しい」など、改善を求める意見があった。

3.4 学生と教員の回答の比較

（１）「スタートアップセミナー」全体に関する設問

について

教員に対する設問１～５は、学生に対する設問８～

12にあたる。両群とも最も評定平均値が高かったのは

「役立つか」であり、次いで「意義があるか」であっ

た。いずれも評定平均値は3.0以上であり、スタート

アップセミナーは、教員と学生の両者から、今後の役

に立ち、意義のある科目として評価されているといえ

る。

（２） 社会貢献活動について

学生の「意義が分かるか」「ねらいがわからないか」

の評定平均値をみると、学生は本活動の意義やねらい

を理解していると考えているようである。しかし、教

員からは、社会貢献活動の意義やねらいの指導の必要

性や、説明不足を指摘する意見があった。これは、学

生は単にボランティア活動の意義やねらいを理解して

いるが、教員は、さらに深く理解して取り組んでほし

いと感じていることによると考えられる。すなわち、

建学の精神に関するひとつの具体的な活動であること

や４年間継続することの意味をも含めた社会貢献活動

の意義である。まずは、本活動に込められたこれらの

意義を理解させ、本活動を継続していくスタートを切

るという意識を高める指導が必要であろう。このこと

によって、取り組みの個人差が激しいという課題も軽

減できると考えられる。

また、学生が「計画を立てるのは難しい」と感じる

ことについては、昨年度の調査からも明らかにされて

いたため、今年度は、ボランティア情報が掲載されて

いるホームページのURL一覧を配布し、具体的な活
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動例をあげるなどの改善を行った。教員からは、「昨

年よりスムーズであった」との感想があったが、学生

の回答をみると、まだ十分とは言えないことが分かっ

た。しかしながら、「計画を立てるのは難しい」とい

う学生が２回目の調査で有意に減少したことや、本項

目にはグループ間の差がみられたことからも、計画を

立てる段階で細やかに対応していくことで、難しさは

軽減できると考えられる。

ところで、本授業における到達目標は、４年間継続

できる活動先を探し実行可能なところまで計画するこ

とであった。多くの学生はこの目標は達成しており、

春学期中にスタートを切った学生も少なからずいる。

また、今後も継続して活動を続けたいという学生の記

述もみられる。しかし、教員からは、春学期中にスター

トを切れなかった学生や今後の継続へのフォロー体制

がないことを指摘する意見がみられた。授業終了後に

も、学科として社会貢献活動の継続をフォローする体

制を整える必要がある。

（３）「私４００」について

「私４００」で提示された３回のテーマは、ライフ

プラン・キャリアプランとしては、教員・学生から肯

定的に捉えられているようである。

本活動は、ライフプラン・キャリアプランとして計

画されているが、教員・学生の回答をみると、作文活

動としての関心が高い。学生からは文章力に対する不

安や文章力を付けたい、教員からは作文指導の必要性

などが自由記述にみられた。ライフプラン・キャリア

プランとしては、作文以外の方法を検討することも考

えられるが、教員・学生ともに作文力の向上に対する

関心や意欲が高いことから、作文指導も計画的に入れ

込みながら行っていく方が良いだろう。「書くのは楽

しいか」の評定平均値が他のグループより有位に高い

グループでは、作文、ライフプラン、輪読が効果的に

組み合わさることで楽しさが生み出されたと考えらえ

る。

輪読・推敲については、学生の「他の学生からの影

響を受けた」の評定平均値をみると一定の効果があっ

たと考えられるが、教員からは互いに推敲するための

時間と力の不足による否定的な意見が複数みられた。

輪読・推敲には、他者のライフプラン・キャリアプラ

ンに触れて参考にするということと、作文力の向上に

互いに役立てるという目的があり、予定ではこれに必

要な十分な時間が計画されていたが、実際には、各自

が作文を書くことに予想以上の時間がかかり、十分に

輪読・推敲の時間を確保できなかったグループが大半

であった。この場合、輪読・推敲の意義と効果が十分

に感じられなかったと考えられる。一方、「楽しい」

の評定平均値が有意に高かったグループでは、各自が

下書きまでは授業時間外で行ってきたうえで、授業時

間内には、輪読・推敲を中心に行っていたとのことで

あった。このように、授業時間内では輪読・推敲の時

間を中心に展開していくことで、成果をあげることが

できると考えられる。

（４）ディベートについて

学生はディベートを難しいと感じている。自由記述

をみると、これにはディベートとしての討論の技術だ

けではなく、テーマに関する理解や資料収集、資料の

作成などについての難しさも含まれているようである。

テーマについては、学生が身近と感じ、興味をもてる

ような学校教育に関する問題を選び、昨年度よりもか

なり難易度を下げたつもりであったが、今年度もテー

マの難しさを訴える回答が少なくなかった。今後は、

テーマの理解を目的とした時間を設けるなど、何らか

の教員の関与が必要であろう。

本活動の難しさについては教員も感じており、討論

の方法や資料作成の指導が必要との記述がみられる。

現状ではこれらの難しさを支えるだけの指導の時間が

とれないことは明らかであり、本活動のねらいと目標

を再検討する必要がある。

しかしながら、「楽しいか」の回答ではグループ間

の差がみられており、現状においても指導の在り方に

よって、楽しいと感じられる活動にすることもできる

ことが示唆された。「難しいが楽しい」との評価が得

られるような指導のあり方を検討する必要がある。

（５）学習指導要領勉強会について

学生が学習指導要領の勉強を「難しい」と感じた理

由について、学生と教員の意見を総合して考えると、

学習範囲が広かったことと、配布資料がうまく使われ

ずさらに範囲を広げたような印象を与えたことがあげ

られる。本活動のねらいは、学科の特性理解として学

科でのこれからの学びの概要を知ることであり、学習

指導要領の通読という方法がとられたが、教員の意見

にみられるように、範囲を総則に絞るなどして、主体

的で本質的な学びができるような改善が必要であろう。

また、勉強会の難しさもあげられた。学生は皆で学ぶ

勉強会の良さや意義は感じているものの、その方法や

活動の進め方には疑問を持っており、教員からも勉強

会の方法の在り方に関して同様の感想がみられた。勉

強会の方法は、４月に学生同士で考えるように計画さ

れており、まだ慣れない関係の中で十分に議論できな

いまま出された方法であった可能性が高い。個別の学

習を促進するための勉強会の方法について、教員も交

えて十分に議論してから始める必要があると考えられる。
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4 まとめと今後の課題

アンケートの結果から、今年度のスタートアップセ

ミナーでは、本学及び学科の掲げる初年次教育のねら

いを概ね達成できたと考えてよいだろう。それはまた、

先に挙げた初年次教育の目的の一部分（たとえば大学

という場の理解、スタディスキル）を達成したともい

える。この結果には、初年次教育の基本軸を示し質を

保証する全学共通テキストと、学科の特性を踏まえた

具体的な活動の内容、ねらい、方法を明示する

＜スタートアップセミナー教員マニュアル＞の２冊が

大きな役割を果たした。このことは、グループ間で意

識に差がみられた設問が全体の２割程度にとどまった

ことにも表れている。複数の教員が統一シラバスのも

とに一つの目標に向かうとき、共通テキストや教員マ

ニュアルは不可欠であるといえるだろう。

また、アンケートからは、各活動に対する改善点も

明らかになった。例えば、「社会貢献活動」では、４

年間継続できるプランの計画の指導の充実とフォロー

体制の確立、「私４００」では、ライフプラン・キャ

リアプランとしての活動を主とした上で、作文に対す

る基礎的な指導を加えられるような時間の調整、「ディ

ベート」では、本活動に含まれる各々の学びのスキル

についての基礎的な力に対する指導の充実、「学習指

導要領学習会」では、ねらいに沿った学習範囲と勉強

会の効率的なあり方の検討などである。来年度は、シ

ラバス及び＜教員マニュアル＞にこれらの改善を加え、

４つの活動を継続したい。

また、今回目的として掲げていなかった「大学の中

で人間関係を構築すること」や「クリティカルティン

キングなど大学で学ぶための思考方法を身に付けるこ

と」（河合塾、2010）も、児童教育学科1年生に身に付

けさせたい資質である。そのため、本学に設置されて

いるSA・TA制度というピアサポート制度を活用する

ことも含めて、今後さらに充実した初年次教育の方法

と成果を目指していきたい。
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