
1 はじめに

中部大学生命健康科学部は、医師・歯科医師以外の

医療従事者（コメディカル）の国家資格取得に力を入

れている学部である。学部内の６学科にて、看護師、

保健師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨

床工学技士、救急救命士の国家資格取得を目指すこと

ができる。

その内、スポーツ保健医療学科にて養成を行う救急

救命士は特殊であり、各地方自治体の消防職員（地方

公務員）にならないと、その資格を活かすことができ

ない。なぜなら、救急救命士法に従えば、救急救命士

としての業務の投薬や気管挿管は、救急救命士の資格

を持つ消防職員が、各地方自治体管轄の救急車に乗車

前あるいは、乗車中でしか実施できないからである。

従って、大学におけるキャリア指導は、学部内でも

他学科とは大きく異なる。すなわち、スポーツ保健医

療学科以外の学生が医療従事者を目指す多くの場合、

国家試験合格に最終目的が置かれるが、スポーツ保健

医療学科の救急救命士志望の学生の場合、卒業直前に

実施される国家試験合格に加え、卒業年度の春から夏

にかけて実施される地方公務員採用試験（消防）の合

格も必要となる。

公務員採用試験の教養問題の特徴として、正解が分

かりにくい知識問題や、参考書では教えられない試験

直前の時事問題、あるいは、頭が痛くなるような数学・

パズル問題が出題される。加えて、それを短時間で解

くことが求められており、その対策（受験勉強）が急

務となっている。なぜなら、高校までの学習内容が充

分に身についていない学生が少なくないからである。

スポーツ保健医療学科では、公務員試験対策勉強会

を正課外にて、１年時の春学期より、週１回の頻度で

講義と自習を交えた形式にて実施している。しかしな

がら、その勉強会が公務員を志望する学生にどのよう

な影響を及ぼしているのか、また勉強会のあり方は学

生が期待するそれと一致しているのかなどは不明であ

る。そこで本研究では、それらの点を明らかにするこ

とを目的とした。

2 調査方法

2.1 調査対象とアンケート

スポーツ保健医療学科公務員試験対策勉強会に参加

している学生に対して、勉強会の最終回にアンケート

を実施した。その中でも本研究では、2012年春学期、

2012年秋学期、2013年春学期に実施したものを対象に

した。

アンケートは、今後の本勉強会の改善のために参考

にする旨と、研究で利用することがあることを断った

上で、記名式にて実施した。各質問項目に対して、

「全く思わない」から「とても思う」までの５件法で

回答を求めた。

2.2 スポーツ保健医療学科公務員試験対策勉

強会

スポーツ保健医療学科の公務員試験対策勉強会は、

学期期間中、１回90分にて週１回の頻度で課外活動と

して実施した。毎回出席を条件に開催し、公務員を目

指すか否かの迷いのある学生の参加は基本的には認め

なかった。

一つの教室を用いて開催してきたが、参加人数の増

加に伴い、平成25年度より、教室を二つにした。視聴

覚教材を用いた学生主体の自習グループと、学科の教

員１名の講義と視聴覚教材を利用した自習を併用する

１年生だけのグループの二つに分けた。 後者のグルー

プの視聴覚教材を利用した自習は、担当の教員不在の

際に活用した。

学科教員の講義では、問題を解くことと、解答の解

説を行った。問題は前回の類似問題を利用したり、以

前解いた問題を再度解かせたりするなどして、解き方

の定着に結びつくように工夫した。また、１問あたり

にかけられる時間を強く意識させ、同じ問題を二回続

けて解けないことがないようにすることの徹底を図っ

た。さらに、視聴覚教材を利用した自習と講義がつな

がるようにした。

自習で用いた視聴覚教材は学科教員の講義と同様に、

問題を解くこととその解説が主たる内容であった。た

だし、通常の勉強会と同じように１つの教室に集まり

実施した。

3 結果・考察

3.1 公務員試験対策勉強会が正課の授業態度

に及ぼす影響

アンケートには、３学年のべ81名の勉強会参加者が
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回答した。図１～10は、公務員試験対策勉強会の参加

が、正課の授業態度に及ぼす影響を示している。

およそ、ほとんどの項目については、「どちらでも

ない」という回答が多かった。しかし、正課の授業に

ついて勉強する癖がついたかどうか（図１）と、正課

の授業の課題等もただ提出すればよいのではなく、丁

寧さや内容にこだわる態度がついたかどうか（図３）

に関しては、「少し思う」という回答の割合が一番高

かった。また、勉強会に参加することで、勉強しない

と正課授業の単位がとれないと理解したかどうか（図

２）に関しては、「とても思う」という回答の割合が

一番高かった。

これらのことは、正課外のこのような取り組みが、

正課の授業に対する態度の変化に少なからず良好な影

響を及ぼし得ることを示唆している。

3.2 公務員試験対策勉強会が公務員試験の勉

強をするための態度に及ぼす影響

図11～16は、公務員試験対策勉強会の参加が、公務

員試験に向かう態度に及ぼす影響を示している。

公務員試験に関して、日常的に勉強する癖がついた

かどうか（図11）と公務員試験の勉強の仕方が分かっ

たかどうか（図16）については、「少し思う」という

回答の割合が一番であった。それ以外の質問に対する

回答では、「とても思う」という回答が一番占めていた。
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図１ 授業について勉強する癖が
ついた

図２ 勉強しないと単位がとれな
いと理解した

図４ 文章を書く力が身についた

図５ 授業を受ける態度やノート
の取り方など、基本的な受
講スキルが身についた

図６ 授業中に携帯電話を触らな
くなった

図７ 授業に欠席をしなくなった 図８ 授業に遅刻をしなくなった

図９ 授業中に私語をしなくなっ
た

図10 授業中に居眠りをしなくなっ
た
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図11 公務員試験に関して、日常
的に勉強する癖がついた

図12 公務員試験の難しさを知る
ことができた

図13 今の自分の学力では公務員
試験に合格できないことを
知った

図14 公務員試験に合格するため
には勉強をしなければいけ
ないことが分かった

図15 公務員試験の内容が分かっ
た

図16 公務員試験の勉強の仕方が
分かった

図３ 授業の課題等もただ提出す
ればよいのではなく、丁寧
さや内容にこだわる態度が
ついた
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昨今の大学全入時代においては、残念ながら、中学

までの勉強ですら充分に身についていない学生は少な

くない（佐々木 2006）。それは本学においても例外で

はないと思われる。さらに、勉強の仕方さえも分から

ないという学生もいる。そのような中で、本勉強会は、

学生を公務員試験の勉強へ向かわせる動機付けに一定

の役割を担っていると言える。

3.3 公務員試験対策勉強会の運営について

図17、18は勉強会の開催頻度（週１回）が妥当か否

かに関する質問に対する回答を示しているが、「どち

らでもない」とう回答が大半を占めた。ピアサポート

による自主勉強会を学生主体で実施して欲しいと著者

らは考えているが、現状は失敗していると言える。今

後の課題である。

開催の時期については、「１年生の春から」という

回答が一番多かった（図19）。今後も１年次の春から

実施することで、早期のキャリア形成に役立てていく

べきであろう。

本対策勉強会が開催されて良かったかどうか（図20）、

次学期も勉強会に参加したいか否か（図21）に対する

回答は、「少し思う」と「とても思う」でほとんどを

占めた。しかし、残念ながら、「全く思わない」、「あ

まり思わない」という回答を選択した学生もいた。そ

の考えられる理由は、知識・知能レベルが比較的高く

勉強会で扱った内容が乏し過ぎたか、その逆か、ある

いは、これまでの自身の学習方法との相違であろう。

今後、どのような意図でそのような回答をしたのかを

知り、個別の対応が必要なのかもしれない。また、勉

強会運営自体の見直しも検討すべきかもしれない。

また、２学年のべ51名の参加者に対して、勉強会の

スタイルについて質問したところ（図22）、「教員によ

る講義と視聴覚教材を用いた自習」が多く、次いで、

「教員による講義と視聴覚教材を用いた自習と自習の

み」の組み合わせであった。このことは教員あるいは

視聴覚教材における“講義”が少なくとも必要である

ことを意味している。また、米田と東山（2010）によ

る、公務員試験問題を利用した学生への学習意欲向上

への取り組みの調査の中で、試験問題の配布だけでは、

充分に活用されないことの報告とも符合し得る。

3.4 公務員試験対策勉強会参加の継続が学生

にどのような変化をもたらすか

本研究では、2012年度春学期から2013年度春学期ま

で連続して参加した11名を対象にして、これまでに示

した質問に対する回答の中央値がどのように変化する

のかをWilcoxon符号付順位検定を用いて検討した。

危険率５％未満をもって有意とした。統計解析には

StatView5.0ソフトウエアを用いた。

全ての質問において、その中央値が有意に（P＜

0.05）変化することはなかったが、「今の自分の学力

では、公務員試験に合格できないことを知った」とい

う質問に対しては、そのように思わない側にシフトす

る傾向がみられた（P＝0.08）（図23）。この結果は、

本勉強会への参加の継続により、試験対策が少なから

ず身についていると期待し得るものである。

また、「もう１日程度みんなで集まって教え合い・

学び合いの機会が欲しい」という質問に対しては、そ

のように思う側にシフトする傾向がみられた（P＝
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図17 もう１日程度みんなで集ま
って教え合い・学び合いの
機会がほしい

図18 この会の開催頻度について
どう思うか

図19 公務員対策の会を開始する時期はいつがよいと思うか
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4.  2
5.  3
6.  3
7.  4

図20 この勉強会が開催されて良
かった

図21 次学期もこのような会が開
催されたら参加したい

図22 会のスタイルについて何が良いと思うか
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1.全く思わない
2.あまり思わない
3.どちらでもない
4.少し思う
5.とても思う

1.少なすぎる
2.やや少ない
3.ちょうど良い
4.やや多い
5.多すぎる



0.05）（図24）。この結果は、本対策勉強会への継続的

参加に伴い、ピアサポートによる自主勉強会を学生主

体で実施できる可能性を示唆するものである。

3.5 視聴覚教材を用いた自習と学科教員によ

る講義の違い

本研究では、視聴覚教材を用いた自習と学科教員に

よる講義の長所と短所について、32人の記述回答を得

ることができた。似たような記述は著者達の判断によ

りまとめた（表１、２）。

教員による講義と視聴覚教材を用いた講義にはそれ

ぞれ長所と短所があり、一概にどちらが良いのかの判

断はできない。

しかし、例えば、説明が分かりやすい、という利点

に対して、分かりにくい、という欠点が存在したり

（表１）、視聴覚教材では教えてくれない解き方を教え

てくれる、という利点に対して、分かりやすい解き方

などを教えてほしい、という欠点が存在したりするな

ど（表２）、矛盾が一部生じていることが判明した。

このことは、個々の学習レベルにかなりの差があり、

全ての参加者が本勉強会の効果を最大限受けることは

難しいことを示唆している。このことからも、本対策

勉強会が開催されて良かったかどうか（図21）、次学

期も勉強会に参加したいか否か（図22）に対する回答

に、「全く思わない」、「あまり思わない」という回答

を選択した学生がいることを説明できるのかもしれな

い。

また、視聴覚教材のみを用いた学生主体の自習グルー

プ19人から、自習の長所と短所についての記述回答を

得ることができた。似たような記述は著者達の判断に

よりまとめた (表３）。

欠点もあるが、利点も数多く存在し、ピアサポート

による自主勉強会を学生主体で実施できる可能性があ

ることを読み取ることができ得る。教員がいないとま

とまりがなくなる、集中力の持続が難しいなどという

問題をどのように解決していくかが課題と言える。

3.6 公務員試験対策勉強会において大学教育

の重要性を認識させるために

著者達は、大学におけるこのような公務員試験対策

の提供を必ずしも良いとは思っていないし、大学教員

が行う仕事では必ずしもないと考えている。なぜなら、

大学は、公務員養成のための予備校や専門学校ではな

く、学術研究および教育の最高機関であるからである。

大阪商業大学では、経済系科目を中心に、正課授業

と課外講座において、公務員志望者が公務員試験の学

習を通じて、大学教育の重要性を認識できるカリキュ

ラムになっている（佐々木 2006）。大学の正課授業で

公務員試験対策を実施することには懐疑的であるが、

正課の授業につなげる取り組みは、積極的に真似すべ

きである。ただし、公務員試験の教養問題をスポーツ・

医療・健康系の授業に活かすための具体案は練られて

いない。
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図23 今の自分の学力では公務員試験に合格できないことを知った

図24 もう１日程度みんなで集まって教え合い・学び合いの機会が
ほしい
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表１ 視聴覚教材の長所と短所
良い点 悪い点

一つ一つの説明が丁寧である。
教える人がプロなので説明が分かりやすい。
先生が教えてくれるような感じで分かる。
根本的な考え、やり方がわかる。
簡単な解き方を教えてくれる。
説明を繰り返し視聴することができる。
家でも予習復習ができる。
先生不在時もパソコンがあれば講義が受けられる。
自分たちでできる。

分かりにくい。
説明が下手。もっと分かりやすい教え方があるはず。
違う解法の説明がない。
スピードが早い。
一回しか解法を聞けない。
機械的で嫌だ。
一方的なので質問はできない。
少し集中力が落ちる。
勉強の流れが悪い。
時間が長い。
勉強の進展度に差が出ると、待たされる人が出てくる。
担当教員がいないため私語をし出す者がでてくる。
聞き逃したらそのまま流れてしまう。
個別で教えてくれない。
自分の意見を言えない。
ヒントをもらえないので解けないことがよくある。

表２ 学科教員による講義の長所と短所
良い点 悪い点

視聴覚教材では教えてくれない早く解く方法を教え
てくれる。
質問できる。
個別で教えてくれる。
細かくこちら側の反応を見るところがよい。
解説が分かりやすい。
見直しの時間をくれる。
時間を区切れるのでメモがしやすい。
分かるまで教えてくれる。
重要なところは何度も言ってくれる。
緊張感がでる。
解説の際に一緒に解きながら教えてくれるので、わ
かりやすい。
解けないと先生から何か言われるので自分で解いて
自分はできるとアピールするのが楽しみである。

復習は家でやればいいので講義ではもっと新しい問題
を扱ってほしい。
もう少し分かりやすい解き方などがあれば教えてほしい。
字をもう少し濃くしてほしい。
解けないと文句を言われる。
問題が難しい。
問題が多く、一つ一つに長い時間解説できない。
問題が少ない。
少し丁寧にやりすぎだと思う。
解答時間が長い。
会議でいなくなることが多いが、その分問題がほしい。
時々分かりにくいところがある。
解答が何通りもあると思うのですが、その中で一番わ
かりやすく理解しやすい解答を教えてほしい。

表３ 自習の長所と短所
良い点 悪い点

教え合いや質問のし合いができる。
良い雰囲気でやれる。
自分たちでやらないといけないと思える。
お互いの将来の目標にむけ頑張ろうと思える。
互いに競争しあえる。
教え合いの中で双方がレベルアップできる。
周りの人間に影響されて高めあえる。切磋琢磨できる。

集中力の持続が難しい。
みんなが分からないことがあるとき聞けない。
教え合いが雑談へと発展する。
まとまりがたまになくなる。
私語が多くなることがある。
少しふざけてしまう。



4 まとめ

本アンケート調査から、この取り組みの効果と課題

について、以下のようにまとめることができる。

・正課外の公務員試験対策への取り組みが、正課の授

業に対する態度の変化に、少なからず良好な影響を

及ぼし得る。

・この取り組みは、学生を公務員試験の勉強へ向かわ

せる動機付けに一定の役割を担っていると言える。

・この取り組みにおいて、学生は少なくとも教員ある

いは視聴覚教材による講義を必要としている。しか

し、教員による講義と視聴覚教材を用いた講義には

それぞれ長所と短所があり、一概にどちらが良いの

かの判断はできない。

・この取り組みへの参加の継続により、試験対策が少

なからず身についていると期待し得る。

・この取り組みへの参加の継続により、ピアサポート

による自主勉強会を学生主体で実施できる可能性が

広がり得る。

・公務員試験の学習を通じて、大学教育の重要性を認

識できるような取り組みにする必要がある。
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