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はじめに

　平成22年、本学が経営情報学部に改組して
後、必修科目であり、本稿執筆者も担当す
る実践科目 Aおよび B（以下本稿ではそれ
ぞれ＜ A＞＜ B＞と記す）では、社会参加
活動および当該活動に関する「最終レポー
ト」の提出を、単位取得の必須要件として
きた。本稿の目的は、この「最終レポート」
に焦点化し、本学学生の文章作成あるいは
構成力にみられる問題点、＜ A＞＜ B＞に
おける指導のあり方とその効果、また今後
の課題を検討するための手がかりの一端を
得ることにある。なお、実践科目 C（以下 

＜ C＞と記す）は、改組後、選択必修科目
とされ、＜ A＞＜ B＞担当教員のうちの 2
名、他に 2名の教員が担当しているが、執
筆者は＜ C＞を担当していない。本稿では、
現行カリキュラムの必修科目である＜ A＞
＜ B＞の「最終レポート」（以下、とくに

断らない場合、「最終レポート」は＜ A＞ 

＜ B＞の「最終レポート」である）に限定
して見ていくことにする。
　＜ A＞＜ B＞は、改組前はクラス担任 

が担当する体勢をとっていたが、改組後は 6
名 iの教員が継続して＜ A＞＜ B＞を担当
することになった。担当教員 6名は、指導方
針、成績評価方法、評価基準の点数化等に関
し、担当者会議（現行 OCP推進委員会、以
下 OCP委員会）iiにおいて検討し、情報共
有を図ってきた。以下、本稿に必要な範囲
で、＜ A＞＜ B＞の指導方針、評価方法に
ついて述べる。
　＜ A＞＜ B＞ではシラバスの他に、当該
科目の目的、授業概容、評価方法等について
記載した「手引き」を履修生に配布するが、
授業概容については、それぞれ次のように説
明している。
　＜ A＞は「学生生活、また社会で必要な
運営やコミュニケーションのスキルを習得す
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る。前期は主に、現在の自分を省察し、客観
的にふりかえる機会を持つ。後期は地域のイ
ベントやプログラムに 1日参加し、社会参加
活動を体験する。各グループや学年で報告会
を開き、情報を共有する」。＜ B＞は「地域
の市民活動などにスタッフの一員として中長
期的に参加する。社会の現場で必要な能力の
向上を目指し、経験を積む。各グループや学
年で報告会を開き、情報を共有するととも
に、プレゼン能力の向上をはかる」。
　「一回型社会参加活動」を課す＜ A＞、「一
つの活動団体で30時間以上の社会参加活動」
を課す＜ B＞ともに、「最終レポート」を重
視し、単位取得必須要件として評価する。こ
れについては、＜ A＞および＜ B＞で配布
する「手引き」の「評価方法」の項において
概略以下のように記し、また口頭指導を行っ
ている。
　＜ A＞では、「成績評価は、出席状況、授
業および「一回型社会参加活動」への取り組
み、ポートフォリオ（授業時配付資料等の
ワークシートなどのファイル）により、総合
的に判断する」と示している。成績評価では、
活動状況、「最終レポート」、「グループ内で
の発表を」重視するが、この発表は社会参加
活動に関する「最終レポート」提出が前提で
ある。
　＜ A＞の「グループ内発表」とは、 1年
次学生を 3つのグループに分け、各 2名の教
員が分担して、授業運営および最終評価を
行っていることによる。
　また＜ B＞の成績評価では、活動状況、
「最終レポート」および「活動記録」の内容、
グループ内発表会での発表内容およびプレ
ゼンテーションの様子を総合的に判断する。 
＜ B＞のグループは、＜ A＞と含意が異な
る。＜ B＞では、 6名の教員がそれぞれ複
数の受け入れ団体を担当し、当該の団体で活
動する学生を○○教員担当グループと呼び、
実践活動に関し学生に助言、指導を行ってい

る。この意味での「グループ内発表会」であ
る。
　＜ A＞＜ B＞とも、最終評価の評点配分
は、担当教員による恣意性を排除するために
合議をもって決めている。＜ A＞では、100
点を満点とし、ポートフォリオ関係（中間評
価、ワークシート等の提出率を含む）が50
点、社会参加活動関係（社会参加活動、グ
ループ内報告を含む）が50点で、「最終レポー
ト」を40点満点としている。つまり、「最終
レポート」に重きを置いているということで
ある。一方、＜B＞の評点配分では、グルー
プ内発表会での発表（パワーポイント作成の
課題を含む）が25点、同会への参加態度が10
点、社会参加活動・態度（後述の「中間ふり
かえり」「最終ふりかえり」を含む）が30点、
「最終レポート」以外の書類が10点、「最終レ
ポート」を25点としている。＜A＞に比し「最
終レポート」の相対的評点は低くなっている
が、これは「最終レポート」以外の書類の提
出を課していることによるものであり、「最
終レポート」をより軽視しているということ
ではない。すなわち、実践活動開始の要件と
して「受け入れ団体について」、また活動の
経過を学生に自覚、自己管理させるための
「活動記録」、また活動終了後に「最終レポー
ト」だけではなく、「実践 A・Bのふりかえ
り」等の書類作成、提出を課して「最終レポー
ト」以外の書類とあわせて評価しているので
ある。
　なお＜A＞＜B＞ではOCPアドバイザー、
保護者等の参加の下、学年報告会を毎年開催
しているが、そこで発表した学生（OCP推
進委員会が選考する）には、10点加算する
（100点を超えての評価はできないが）。上記
は、2013年度についてである。学期ごと、ま
た学年末に確認作業を行うが、ほぼ例年同様
の採点法、評点配分を採用してきた。
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＜ 1＞実践科目における「最終レポート」の
目的

　＜ A＞＜ B＞は、選択科目である＜ C＞
（平成28年以降は、実践科目 Cは選択必修科
目となる。また必修科目「地域と大学」およ
び選択必修科目「インターンシップ」「海外
研修」とともに Off Campus Programを構成
する授業科目である。社会参加活動を必須課
題とする＜ A＞＜ B＞担当教員が、「最終レ
ポート」を重視してきたのは、実践科目設定
の趣旨を踏まえ、以下のように考えるからで
ある。
　本年度発行の『筑波学院大学』冊子には、
学外実践活動について「学外活動で経験値を
高め、社会につながる力、社会を支える力、
社会に貢献する意欲を醸成する実践プログラ
ム」としている。また、同じく本年度発行
の「Off Campus Program」紹介用パンフレッ
トでは実践科目は、社会を構成する多様な立
場の人びとと協働し、よりよい社会を作り上
げていく意欲と能力、すなわち人間の根幹と
なる資質を「社会力」と意味づけ、社会力を
備えることで、知識、スキルを活かして社会
に貢献する人材を育成することを目的とする
と、説明している。
　ここから理解されるように、実践科目で
は、以下の①～⑤に関して指導を行う必要が
あるということである。①　学生が自身の社
会参加活動の目的を十分に理解すること、② 

活動を通して自己管理能力、事態対応力を培
うこと、③　社会参加活動の過程における他
者との関わりについて省察すること、④　自 

身の社会参加活動の受け入れ団体（企業、自
治体、NPO法人等）について情報を収集
し、その社会的意味や機能を理解すること、 
⑤　社会参加活動から得た経験を、以後の学
生生活あるいは卒業後の社会生活においてい
かに活用できるかを考察すること、⑥　①～
⑤について文章化あるいは言語化し、他者に
伝達する力を向上させること。

　なお、レポート等の文書作成力、そのた
めの必要条件たる論理的思考力は、＜ A＞ 

＜ B＞に限らず、学生が大学生活で修得す
る知識、スキルを社会に活かし貢献するため
の最も基礎的な技能の一つと位置づけられ
る。こうした観点から、担当教員は、「最終
レポート」を、一般的には「添削」指導と呼
ばれる過程を通し、教員が綿密な指導、助言
を行い、学生の文章作成力の向上を図ること
により、省察あるいは思考する力を培う効果
をもたらすものと考え、重視してきたのであ
る。
　なお、先般の改組以前の比較文化学科およ
び国際交流学科では、 1年次生に、担当教員
が各自の専門分野を活かしつつ、今日の捉え
方からすれば「導入教育」と呼びうるような
授業を行う「入門ゼミ」を設けていた。執筆
者はこの科目を担当していたが、そこでは自
身の専門性より、汎用度の高い内容の授業を
行うこととし、助言を与えつつ、各自の志
向、読解力等に適した入門的テキストを自ら
選択させ、読解する力、思考し作文する力の
養成を図り、レポートを課した。さらに改組
前にクラス担任として＜ A＞＜ B＞を担当
したが、その際、担当したクラスの学生に
は、本稿で主題化しているようなレポートの
作成を課した。そして、前者の場合、抽象度
の高い文章を読解し、内容について整理ある
いは要約し、考察を加え文章化することにか
なり困難を抱える学生の多いことに気付かざ
るを得なかった。ところが、そうした学生で
も、後者では、「体験」という事実があり、
それに即して書くことができるということ、
また、指導効果も得やすいことがわかった。
こうした経験から、執筆者は＜ A＞＜ B＞
担当として配置されて以来、学生指導に関し
「最終レポート」をとくに重視してきたとい
う経緯がある。
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最終レポート」に見られる問題点
　既に触れたように＜ B＞では実践活動終
了後に「活動記録」と「最終レポート」の提
出を課している。「活動記録」は、活動開始
前に、活動時間およびその都度の活動内容、
活動について感じたこと、考えたことを記録
し、それらに基づき「最終レポート」を作製
するよう指導している。また＜ B＞の「最
終レポート」では、＜A＞と同様、学籍番号・
クラス・氏名・提出年月日、「活動目標」「活
動終了時のまとめ」（900字程度）の他に、「活
動中間での振り返り」記入欄を設けている。
　＜ B＞の「活動目標について」については、
活動開始前に、目的意識を喚起し、自覚を促
すため、「このプログラムを体験することに
よって、どのような力を身につけたいのか、
具体的に考え（期待して）書きましょう」と
「手引き」にも記し、口頭でも指示する。「活
動中間での振り返り」欄を設けているのは、
30時間以上の学外での実践活動を行うことを
単位取得必須要件とする＜ B＞では、実践
活動が15時間程度終えた時に、当該学生、社
会力育成プログラム・コーディネーター（以
下、社会力コーディネーター）、教員が話し
合う「中間ふりかえり」の時間を設けている
からである。原則授業時に実施する「中間ふ
り返り」の時間に、教員および社会力コー
ディネーターは、当該学生の活動の進捗状況
を確認し、それまでの実践活動のなかで感じ
たこと、考えたことについて省察し、活動開
始前に立てた目標についても再考し、活動終
了までの展望を立てるよう指導する。さらに
活動を終了した学生は、担当教員および社会
力コーディネーターによる指導、助言を受
け、自身の活動を総括するための「最終ふり
返り」も行なっている。

　以下、＜ A＞＜ B＞担当教員が「最終レ
ポート」について、学生の文章作成力どのよ
うな問題点があると把握しているか、どのよ

うな指導を行ってきたかを概観し、実践科目
の課題について述べる。なお本稿作成に当
たっては、経年にわたる OCP推進委員会に
おける情報共有を前提とし、また本稿の目的
に関する了解のもと、井桁が設問し、 5名の
担当教員からの文書回答（以下、「回答」と
記す）を得て、あるいは幾人かの教員につい
ては口頭で確認作業も行い、それらの内容を
整理するという方法をとった。ただし、「回
答」内容の整理、概括の責任は井桁にある。
　まず＜ A＞＜ B＞担当教員が、提出され
た「最終レポート」に共通の問題点としてあ
げるなかには、資料などがあるにもかかわら
ず、受け入れ団体・イベント担当者氏名等を
正確に記載していない学生がいる、誤字・脱
字が目立つ、「です・ます」体と「である」
体の混用、「とか」「かも」「じゃなくて」等々、
文章語用法に無頓着な日常語使用が少なくな
い、また、過剰な敬語使用、あるいはいわゆ
るコピペ iii等の問題もある。
　これらの問題についても担当教員は「担
当教員コメント」欄を通し、あるいは口頭
で、指導の対象としてきた。ただし、本稿が
主に検討するのは、学生に対し再考あるいは
加筆修正を課す「最終レポート」の内容その
ものについて、自身の活動をいかに把握、省
察しているか、そして言語化できているかと
いうことについてである。これを秤量するた
めに、具体的には、句読点の用法、一文にお
ける主述関係あるいは「ねじれ」、段落構成、
文と文との関係の構成の仕方、文意の明晰さ
に関し検討する必要もある。また、いわゆる
5W 1 Hを意識して記述しているか（事前に
教示してある）、また文量も検討の対象とす
る。もちろん、活動についての事実的記述、
まとめの考察が十分なされていれば、文字数
が指示量に比しかなり少なくとも許容するだ
ろう。しかし、現在までのところ、＜ A＞
＜ B＞担当教員にそうした事例は報告され
ていない。
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　以下に例をあげ、「回答」を通して見出さ
れた問題点について、どのような指導を行っ
てきたかを述べる。

（ 1）句読点の用法等について
　＜ A＞のワークシートは手書きで提出さ
せる。この場合、判読しがたい文字（極小文
字、判読不能文字、癖字等）、漢字で書くこ
とが一般的である語をひらがなで書いてあ
る、また句点か読点か判別困難等の例も少な
くない。これらについては、教員が受領する
際に口頭で指導し書き直しさせる等の指導を
行ってきた。一方、ワープロ入力する「最終
レポート」に関して、教員が問題点としてあ
げているのは、 2年次生でも、文意を明確に
するために読点は必要であるという意識が薄
い、またその使用に習熟していない学生がい
ることである。周知のように、日本語におけ
る読点の用法について疑問の余地無く説明で
きる規則があるわけではない。とはいえ、文
意を把握しがたい事例に対しては、放置する
ことはできないので、意味が不明瞭になる危
険性を指摘し、「、」の位置を具体的に示すな
どの指導を行っている。

（ 2）文の主述関係、「ねじれ」等について
　提出される「最終レポート」には、次の①
～③ような文章を見出すことが稀ではない。

　①私と友人とで〇〇公園に行ったが、まだ
主催者が到着していなかったので、子ど
もと保護者たちが待っていたら、到着し
て準備が始まり、みんなでイスを運んだ
り、テントを張ったりしたが、テントの
張り方はわからなかったので教えても
らった。

　②私は子どもが好きなので、このイベント
に参加したが、子どもたちとの交流は簡
単ではなく、やっているうちに慣れてき

て、団体の方にも褒められ嬉しくなっ
て、保護者の方や団体との方とのやりと
りもできるようになって、自信も出てき
て、やってよかったと思いました。

　③子供たちは最初はみんななかなか自分に
懐いてくれなかったけれど、活動を通し
て触れ合っていくうちに次第に自分に心
を開き始めてくれて、私は子供たちと更
に打ち解けたいと思い、どうしたらいい
のかを考え、自分の過去にあった経験を
もとに、活動に取り組むことができた。

　こうした例では、 1つの文章にいくつも文
章が組み込まれ、主述関係が不整合となり、
「ねじれ」が生じ、文意を把握しがい。また、
必要な主語が書かれていない、あるいは説明
が不十分なために、文意を読みとり難い文章
になっている。こうした文章を提出した学生
に対しては、文意を読み手にとってわかりや
すい文章にするには、主述関係を意識して書
くこと、 1つの文章に多くを詰め込まず、文
章をいくつか区分けするよう修正させてい
る。

（ 3）段落構成、文と文との関係・構成につ
いて

　ある程度の分量の文章を書くにあたって段
落を構成するという指導は、高校卒業までに
指導を受けているはずである。ところが、手
書きでワークシートを書かせる場合が多々あ
る＜ A＞では、 1文 1行で書く、あるいは
まったく段落を設けずに文章を書く、といっ
た学生がいる。以下にあげるのは、 1文 1行
書きの例である。

この活動を通して、子供相手に順応な態
度の取り方を身に染みて理解出来たと思
います。
　 3時になり、子供達が続々と来て、こ
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の人誰？と言われたので軽く自己紹介を
しました。
二日目も同様に別な子と◇◇◇や●●●
等をして過ごしました。（下線および一
部改変は、執筆者）
　この学生の場合、段落構成ができてい
ないことだけでなく、「順応な態度」と
いった不適切な語法についても指摘し、
妥当と考えられる語の例を示した。ま
た、文中の会話体部分に「？」が使用さ
れていることに関しては一般的にカギ括
弧を使用するのが一般的であると指摘し
た。また、上に例示したような学生の場
合、従来教員はたとえば「この部分を段
落 3つに分けるとしたら？」のように促
す、あるいは段落分けのマークを入れて
示すという方法をとってきた。さらに、
段落の長さ、あるいは 1文の長さについ
ては、おおよその目安を数字で指示す
る。また、作成中のレポートを確認し、
「ここはどうして 1文で 1段落なのか？」
と問いかける、あるいは「この部分に
もう少し内容を足すとしたらどうなる
か？」と聞き、口頭で言わせてから、「そ
れを書いて」と伝えるという方法をとる
場合もある。

　内容に合わせて段落を作ることについて
は、日本語担当教員が「回答」で指摘してい
るが、学生は本学 1年次必修の日本語の授
業で指導を受けており、＜ B＞では改善傾
向を見出すことができると言えよう。なお
「回答」では、段落を設けない学生について、
「webや携帯メールで文章作成するときにそ
の作法を使うことが習慣化している」、また
「学生によっては一文ごとに改行した方が「読
みやすい」と判断している可能性がある」と
いう指摘があった。
　こうした背景についての考察に関しては、
今後の検討に譲るとして、「回答」も踏まえ、
執筆者は現段階では以下のように考える。段

落を適切に設けることができない学生は、意
味的なまとまりを意識して文書を組み立てる
ことができていないのだということについて
は看過すべきではない。また段落を設けてい
るかに見えて、段落内での意味構成、あるい
は段落と段落の関係づけができていない文章
を提出する学生についても同様である。つま
り、自身の学外実践活動について省察し、「最
終レポート」に何をどのように、どのような
順序で書く必要があるのかを考え、文章全体
を構想する力を身に付けていない学生にとっ
ては、目的に応じて陳述内容を組み立て、読
み手（あるいは聞き手）にわかりやすい文章
をつくるための思考法の修得が課題であり、
教員による指導が必要だということである。

（ 4）「活動終了時のまとめ」の内容、書き
方について

　とくに「まとめ」欄の記述についての問題
点として、担当教員が添削等の指導が必要で
あると判断してきたのは、とくに①体験につ
いて具体的に書いていないために、活動の内
容が、読み手にはまったくわからない書き方
になっている場合、②自身の活動はかなり具
体的に書いているのだが、自分が行ったこと
だけ、また実施した活動の単なる羅列になっ
ており、その意義について考察がほとんどあ
るいは全くなされていない場合である。
　①については、学生に対し自身の「活動記
録」を読み返し、具体例をあげる等して読み
手に活動内容が伝わる書き方にするよう修正
を求める。②については、受け入れ団体の設
立・活動の趣旨を把握すること、また各自の
活動の目的、また活動を通して出会った人び
ととどのような関わりができたのか省察する
ことが＜ B＞の重要な課題であることを意
識化させ、加筆等が必要であると指導する。
また②については、担当教員の多くが「まと
め」の最後に「いろいろ勉強になった」と
いった書き方をする学生が目立つといった印
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象をもっている。担当教員の多くは、こうし
た場合、学生の省察力、思考力の向上を図る
ため、具体的には「どういろいろ？」という
コメントを返す、また「いろいろ」を多様せ
ずに書くよう指示する。さらに、コメントだ
けでなく、直接に面談し、口頭で指示する場
合もある。
　執筆者が指導担当したもののなかで、「い
ろいろ」が多用されている 1例をあげておく。

　年配の方々といろいろなお話ができた
ことも私にとって、あたらしいことをい
ろいろ知る良い機会になったと思う。社
会参加活動を投資手（ママ）、いろいろ
なことを学び、知ることができた。この
活動を通して学んだこと、新しく知った
ことを忘れずに、これからの人生の糧に
していきたい。社会参加活動を行ったこ
とで、自分を成長させることができた。
このような活動を、これからも積極的に
行っていきたいとおもった（ママ）。（下
線および一部改編は執筆者）

　この学生の場合、引用文の前にも「いろい
ろ」が繰り返し使用されており、活動内容は
まったく具体的に書かれていなかった。読み
返しが不十分で生じたと思われる誤字等につ
いての指摘とともに、「制限文字数内で可能
なかぎり、具体例」を書かないと、「読み手
にとって「いろいろな」の内容はわからない。
体験をふり返り、そこから何が得られたか考
え、「それを言語化する作業に挑戦」するよ
う指導し、再提出を課した。

＜ 3＞「最終レポート」の効果
　「回答」から、担当教員は、学生の「最終
レポート」に上記のような問題点を見出した
場合、多い場合は 5回、平均すると 2 ~ 3 回、
修正するよう添削指導を行ってきた。それで
は、こうした指導の意義、効果について、担

当教員は現在どのように把握しているか。
　今回の「回答」のなかには、「文章構成力
に大幅な向上があるとは感じられませんが、 
＜ B＞の活動への推察が深まっていると感
じることはある」とするものがあった。執
筆者も同様の印象をもっているが、＜ A＞ 

＜ B＞担当教員でもある、日本語科目担当
教員はつぎのように回答している。「日本語
の授業などを通して、文章構成に敏感になっ
たこともあり、とくに＜ B＞の「最終レポー
ト」においては文章作成力の向上がみられる
と感じる」。
　なお、「回答」では、「最終レポート」作
成、指導の効果はなかったとするものは皆無
だった。その理由は、次のように述べている
回答に代表させることができるだろう。教員
が「コメントを出すことで学生が自分の中に
ある何かに気づき、考察が深まる、という効
果は必ずある」、あるいは「 1・ 2年生が最
初からよい文章が書けないのはある意味当然
かもしれない。したがって、レポートでは何
が求められるのか、何に注意しなければなら
ないのか、ということを、修正作業によって
実践的に学んでいくのは、重要」である。
　さらに、こうした指導を通して気づいた
点、より効果をあげる指導のあり方を検討す
るうえで有意と思われる、次のような回答が
あった。「＜ B＞で強烈な体験をした学生は、
文章そのものがよくなる。そうした体験を通
して文章構成力も格段によくなる学生がい
る」、また「中間ふり返り」をきちんとして
おくと、最終のレポートの内容がよくなる」。
なお、本紀要所収の金久保準教授による「卒
業生は社会参加型学習をどう評価している
か」を参照されたいが、卒業生に対するアン
ケートでも「最終レポートが印象に残ってい
る」との回答が少なくなかったということで
ある。
　そもそも、＜ A＞＜ B＞担当教員の間に
は当初から、「最終レポート」を課すことに
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ついての異論はなかった。とはいえ、実際の
指導を目論見どおりスムーズに実施できたわ
けではない。当該学生が「実践科目あるいは
大学生活に非常に消極的な学生であることを
知っている場合、加筆修正について、躊躇す
ることがある」との回答もあった。しかしな
がら、だからこそ、＜ A＞＜ B＞担当教員
は自らの指導の仕方について改善を試みてき
たのであり、また今後に向けての教員が解決
すべき課題も見出すことにもなったと言うこ
とができる。
　指導方法についてある意味での失敗につい
て改善を試みた結果、成果を得た例として、
以下のような回答があった。「過去にあまり
しつこくやり過ぎて、しばらく返事が来なく
なった経験がある」、そこで、学生に「学生
にわかりやすい表現を使い、修正回数を減ら
す」ようにした。加筆修正を求められても応
答しない（できない）学生もいるが、こうし
た場合「修正を課すことが複数回になっても、
途中で嫌になる学生は意外に少ない」が、「こ
ちらからの指示に応えた箇所があれば、なる
べくそれに気づき褒めることにしている。そ
の上でさらに修正を求める点については、理
由を書くことにしている。こちらの意図が分
かれば、修正に反発する学生はまずいない」。

＜ 4＞「最終レポート」の必要性について
　「回答」から、＜ A＞＜ B＞担当教員全員
が、この 4年余の指導経験、および自己評価
を踏まえ、学生が自ら実践活動を総括して振
り返るために「最終レポート」を課すことは、
今後も必要と考えていることがわかった。そ
の理由については、次の①②ような見解に
よって代表させることができる。

　①体験したことを他人に分かるように言語
化することや、体験したことについて考
察を加えることは、大学でも社会でも求
められる。しかも、そのスキルはすぐに

身につくのではなく、書く経験をたく
さん重ねることによって少しずつ伸び
ていくものなので、少なくとも＜ A＞ 

＜B＞で計 2回の社会参加活動のレポー
トをまとめることには大きな意味があ
る。（文意を損なわない範囲で、変更を
加えてある）

　②「最終レポート」を課すことによって、
何か活動したら、必ず報告書を作成する
という習慣を身につけさせることができ
る。そしてもちろん、自分の行動を文章
で表現すれば、その行動を客観的に見直
すきっかけになる。（文意を損なわない
範囲で、変更を加えてある）

　また「回答」には、「最終レポート」の意
義、効果をあげるために、次のような趣旨の
指摘もあった。中間あるいは最終の「振り返
り」時の面談を教員と持つことが重要。「口
頭で一度表現したことは何とかまとめられる
学生が多い」という傾向があるので、「まず、
口頭での言語化をはかり、その後、文字に落
としていく作業が有効である」。

＜ 5＞「最終レポート」から見た問題点と
しての日本語リテラシー

　＜ A＞＜ B＞の「最終レポート」に対す
る添削指導が、この科目の設置目的に即した
効果をある程度学生にもたらしたとして、「回
答」には、本稿ではここまで言及してこな
かった問題、すなわち「そもそも文章が書け
ない学生がいる」、また「日本語が未習熟の
留学生がいる」ivといった、今後の指導のあ
り方を検討するうえでの課題につながる指摘
もされている。
　たとえば、「回答」には添削指導に関し、
次のようなコメントがあった。「段落を設け
る以前の段階で、そもそも文章が書けない学
生もいる」、またとくに留学生にとって「最
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終レポート」で求めるハードルは高いような
ので、当該学生の様子を見ながら、求める水
準にある程度の斟酌を加えることもある。ま
た留学生の日本語文章力については、加筆を
求めるのは留学生の場合が多いが、「何を加
筆したらよいか具体的に説明すると素直に応
じる。レポートを書かせることは日本語の勉
強になっていると思う」。
　ただし、以下のようなコメントもあった。
「本人に指示して加筆修正を求める」より、「教
員側が模範的なテキストに修正し ,それを読
ませる」ほうが、模倣学習として効率的では
ないか。教員自身の経験からも、「文章構成
法など抽象度の高い事項は ,その修正の考え
方を教えられてもなかなか一般化できないの
ではないか。したがて、「手本になるもの、
特に当該学生が最初に書いたレベルの低いテ
キストを、及第点以上の水準に教員等が修正
したものを読ませ、どこが変化したのかを体
験させ模倣させる、程度で良いのではないか
と思う。
　「最終レポート」に見られる問題点、ある
いは上に見たような指導する上での課題、ま
た本稿が「回答」から抽出した、誤字・脱字、
語の選択、用法の不自然さ、語法の不適切
さ、語彙不足、文の主述の不整合、また段落
構成ができない等々は、実践科目だけが負っ
ている課題ではない。また、それらはいずれ
も日本の多くの大学にとっての課題であり、
本学学生の学力全体のいわゆる底上げの必要
性に関わる事態、すなわち他の能力、技能は
別として、少なくとも日本語リテラシー vが
大学での学習に必要な水準に必ずしも達して
いない学生を迎え入れているという、本学教
員にとって解決を迫られている喫緊の課題で
ある。数学や英語に関しても同様の問題があ
るが、本学ではこうした課題の一端を解決す
るべく、今年度、学習支援センターを設置し
た。そして本稿が「最終レポート」に関し言
及することになった日本語リテラシーに関し

ては、日本語科目担当教員が、テストの結果
から漢字力不足と判断した学生には、学習支
援センターで指導受け、一定の水準に達する
まで学習することを、当該科目単位修得要件
としている。
　しかし、ここで次のことを確認しなければ
ならない。「最終レポート」は、単なる文章
作成技法修得のため課しているのではない。
「最終レポート」は実践科目本来の目的であ
る「社会力」養成、学外実践活動を通して自
己省察力あるいは論理的思考力、自ら課題を
発見し解決する力を涵養するために課してい
るということである。ここで見た「最終レ
ポート」の問題点は、本学学生の論理的思考
力に連動する日本語リテラシーの向上という
全学的課題と連動させて解決しなければなら
ないということである vi。

＜ 6＞実践科目の課題
　本学は現行の 3コースから、平成27年度に
は社会的ニーズに応え、あらためて英語教育
に力を入れること、地域企業でのインターン
シップあるいはキャリア・デザインを選択必
修とするなどの特色を前面に出し、ビジネス
マネジメント・ビジネスコミュニケーション・
メディアデザイン・情報システムの 4コース
とすることになっている。さらに、平成28年
度以降は、本学の教育目的を、地域あるいは
社会に貢献することのできる人材、優れた資
質を有する企業人の育成に焦点化し、より大
幅な改革をも視野に入れた 4コース案を策定
中である。実践科目あるいは OCPの当面の
今後、また将来的な課題は、当然のことなが
らこうした状況と関わらせて検討する必要が
ある。
　実践科目に関して、具体的には、本学が焦
点化しようとしている育目的に即したカリ
キュラム、単位配分が行われる。すなわち、
キャリア支援あるいは就業力を養成するため
に、「地域と大学」という科目を必修科目に、
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そして＜ A＞＜ B＞を計 8単位修得できる
必修科目とし、実践科目 C（ 3年次）・イン
ターンシップ（ 2年次以上）・海外研修等を
選択必修科目とすることになっている。
　このように再定位される実践科目、その目
的は、あらためて次のように把握することが
できよう。本学の全学生に学外社会と関わる
機会を与えることによって、学生が社会の仕
組みを理解し、社会の課題に自ら取り組む意
欲をもち、その経験を通して社会の構成員で
あるという自覚をもつよう促す。つまり、実
践科目担当教員の使命は、履修学生が、学生
生活のなかで初年次以降次の学習段階に進む
ためにはどのような知識、技術が必要である
のかを自覚し、専門科目の学習あるいは卒業
後の進路選択、キャリア形成に自ら取り組む
意欲を喚起することにある。
　本学がこのように、教育目的を地域貢献・
社会貢献することのできる人材、優れた資質
を有する企業人の育成に集約する、いわゆる
キャリア教育をより重視する方向に進もうと
しているのは、文科省が「学士課程教育の構
築に向けて」（文科省への「中央教育審議会
答申」平成20年）が提起した「学士力」vii 、
さらに「就業力」viiiの修得を可能にする教
育課程の構築を要請していること、また経産
省が「社会人基礎力」ixを提唱したことに関
わっている。「学士力」あるいは「社会人基
礎力」「就業力」等は、日本社会の高等教育
機関に対するニーズを各省の観点から概念化
したものである。本学は、こうした流れに無
定見に迎合するというのではなく、高等教育
機関たる本学の現代的課題として受けとめ十
分に考量しつつ将来像策定、改革に向かおう
としているところである。
　こうしたコンテクストを背景に、「社会力」
醸成を掲げる実践科目が目指してきたところ
を見返すと、先見性があったと自賛してよい
かもしれない。ただし、その先見性を十二分
に活かしきれていると評価できるかは別で

ある。実践科目は、現在担当する教員を含
め、本学にこの科目を自身の研究専門分野と
する教員は存在しない。実践科目を現在担当
する教員たちは、従前の各専門分野における
教育経験を踏まえ、試行錯誤しつつ＜ A＞ 

＜ B＞履修生を指導してきた。本学がつく
ば市に立地する地域特性に鑑み、自らの教育
目的を地域貢献・社会貢献することのできる
人材、優れた資質を有する企業人の育成に集
約するという方向を打ち出している現況にお
いて、執筆者は＜ A＞＜ B＞を 5年間担当
したこと、また本稿のための「回答」、さら
に「卒業生は社会参加型学習をどう評価して
いるか」における金久保の分析を参照し、以
下のように考えている。実践科目の目的また
教育・指導のあり方について、指導経験に理
論的検討を加え、また実践践科目をカリキュ
ラム全体と連関させることによって、その教
育効果を向上させることができる。

おわりに――実践科目の教育効果の向上
を企図する

　実践科目の教育効果を向上させることは、
本学が当該科目を今後もカリキュラムの重要
な柱として位置づけようとするなら、全学的
課題であるということになろう。
　すでに述べたように、「最終レポート」が
実践科目本来の目的に即した効果をあげるに
は、論理的思考力を醸成する文章作成力の向
上が不可欠であることは言を俟たない。この
点に関しては、執筆者としては、「回答」に
次のようなコメントが寄せられていることに
注目したい。「最終レポート」を課し、添削
指導を丁寧に実施することによって、文章作
成力が向上する学生は確かにいる。しかし、
「文章を書くことを不得手と思い込んで敬遠
している学生の場合、こちらの添削に対して
も反応が鈍く、実践科目以後の卒業論文でも
手を焼く」という実情がある。
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　学生の学生生活および卒業後のキャリア形
成、就職率向上あるいは進学につながる学習
力を養成するためには、思考力と連動する日
本語文章力の不足の改善を全学的課題とする
ということであろう。本学教員がこうした認
識を共有し、カリキュラムを編成し、指導に
携わる意欲をもつことは、学生の学士力、広
義の就業力の養成を企図することであり、本
学が描きつつある将来計画において「英語を
学ぶから、英語で学ぶ」ことを謳うコース等
を設けることと矛盾しない。
　日本語リテラシーに関しては、現行カリ
キュラムに同名の科目が設けられているが、
本稿が上に提起したところから再考するな
ら、具体的には、すでに言及した学生支援セ
ンター、日本語科目の徹底活用、またさしあ
たり現行のカリキュラムのなかで、人文系あ
るいは社会科学系の科目を中心に、担当教員
が意識的に学生の日本語操作力の向上にも力
を入れるといった方法、また先に言及した
「入門ゼミ」のような科目を設定し、 1年次
前期に、大学における学習全般に必要な日本
語リテラシーを、少人数を単位とし、徹底的
に指導するといった方法が考えられる。
　本稿の終わりに、「卒業生は社会参加型学
習をどう評価しているか」における金久保の
分析を参照し、実践科目の指導効果を向上さ
せるために、今後検討するに値すると思われ
る課題を確認しておきたい。
　「卒業生は社会参加型学習をどう評価して
いるか」が調査、分析の対象とした本学卒業
生の＜ A＞＜ B＞および＜ C＞での学習に
ついての評価は、郵送方式によったため回収
率は20％程度、35通だったという。そして、
労を惜しまず回答を寄せたものであり、した
がって「楽しかったし、何か得るものがあっ
た」とする「肯定的な評価」が相対的多数を
占めることはある程度予想の範囲だったかも
しれない。とはいえ調査を実施前の予想より
自由記述の量が多かったという点は興味深

い。とくに本稿の問題関心からすると、「あ
まり役に立たなかった」とする回答の自由記
述のなかに、実践科目本来の目的に即した、
そしてより効果をもたらす指導のあり方につ
いて、注目すべき点があった。
　まず、「実践科目 A自由記述部分」につい
て金久保は、活動について多く使用されてい
た語彙を抽出、分析している。それによれ
ば、＜ A＞では、社会で何か活動する経験
初めてだったことうかがわせる語彙の使用
頻度が高かった。これは、そこで指摘されて
いるように、卒業生の多くが、入学前までに
十分触れる機会のなかった種類の経験を、本
学入学後の早い段階で学外実践活動を通して
経験できたことに関して肯定的な意見を持っ
ているということである。なお、金久保は、 
＜ A＞の学外実践活動の試みは概ね成功し
ており、「活動に対する理解をどのように促
すか、またどのような意義がある活動なのか
を 1年生にも理解できるような形で伝える
か」が今後の課題であり、活動に関する情報
を十分に得ていなかった、その結果、意味あ
る活動にならなかったとするケースのあるこ
とがわかった、としている。
　執筆者は、金久保が把捉した課題ととも
に、「何も得るものはなかった」と回答した、
その理由について「何を行っているのか、あ
まり深く考えてこなかったこと」「ただ言わ
れたことをこなしていただけなので特に心に
残るような事はなかった」と述べた例があっ
たということにとくに注目したい。
　また「実践科目 B自由記述部分」の分析
で、肯定的評価については、従前の自分と比
較し「新しい何かを見つけた」こと喜んでい
る記述が多く、自身の活動を明確に記憶、把
握している卒業生・被調査者にこの傾向が強
かった、という。そして＜ A＞についてと
同様、＜ B＞についても「得るものがなかっ
た」とする回答の理由、自由記述部分に以下
のように注目すべきものがある。実際の活動
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に意義を見出せず、「活動受け入れ団体の活
動それ自体について知る機会にならなかっ
た」。「アルバイトの方がよい社会経験になっ
た」と現在も思っている。「やる気がなかった。
単位のためだけの活動」だった。楽しかった
が、「自分の現状や目標に対しては特にプラ
スになるものではなかった」。これらについ
て、金久保も述べているように、社会参加活
動に意欲をもてない、「やる気」をもてない
学生は例年一定程度存在することは確かであ
る。ただし、高い目標をもっていたが、実際
の活動で満足を得ることができなかった、と
述べた学生もある、という。
　さらに、本稿ではとりあげることができな
かった＜ C＞について、「卒業生は社会参加
型学習をどう評価しているか」は、＜ C＞
が必修科目であった当時履修していた学生に
とって、＜ C＞の活動が最も強い印象を残
していると把捉している。＜ C＞における
活動の意義についての自由記述から、社会人
として「現職においても直接ではないが、当
時の経験が役にたっている」、またときに活
動は国外にまで及び、視野が広がり、他者と
の関わり方、文化理解の仕方に変化があっ
た、と自己評価しているものがあった。そし
てここでも、「得るものがなかった」とする
理由についての自由記述はとくに注目した
い。＜ C＞での活動当時、大学の勉強に興
味を失っていた、「そのため作業的に活動し
てしまった。本気で活動していなかったた
め、自分にとってのプラスは全くなかった。
しかし本気でない活動からは何も得る事が出
来ないと分かったのは実はプラスだったと思
う。社会人になった今はそう感じる」との記
述があったという。
　冒頭で述べたように、本稿は、＜ B＞の
「最終レポート」を中心に、本学学生の文章作
成あるいは構成力にみられる問題点、＜ A＞ 

＜ B＞における指導のあり方とその効果、
また今後の課題を検討するための手がかりの

一端を得ることを目的とした。この試みか
ら、そして上に参照した卒業生による「社会
参加型活動」の評価から、「社会力」養成と
いう実践科目の目的に即し、指導効果を高め
るために検討すべき課題は、最も根本的そし
て解決困難な課題である学生の学習意欲の喚
起という問題も含め、＜ 1＞で述べた①～⑤
について、教員自身が社会力コーディネータ
と協同し、その指導効果について点検し実施
すること、と提起しておきたい。多少具体的
に換言すれば、学生が学外社会参加活動の目
的を十分理解できるようにくりかえし説明す
ること、かつ活動の前後に、またとくに＜ B

＞および＜ C＞の場合は活動の過程におい
て、各学生が自身の活動について省察し、思
考を深める時間を十分設け、その思考作業に
助言、指導を行うこと、またその過程におい
て活動の受け入れ団体が実施する諸活動への
参加を通し、組織運営のあり方、社会の仕組
みに関する知識、洞察力を培えるよう促すこ
と、社会参加活動から得た経験、深めた思考
内容を各自の専門分野における学習に活かす
よう働きかけること x。
　これらを実践するためには、本稿が主題化
した学生の日本語リテラシー向上という課題
の解決が不可欠である。しかし、なお、OCP

あるいは実践科目のあり方、指導方法それ自
体について課題を見出し、解決策を講じ、実
践していくことができるのは、まずもってこ
の間実践科目を担当してきた教員である。た
だし、上に確認したように、教員が学生個々
に、頻回に面談を行う等、時間をかけて指導
を行うことを可能にするためには、そうした
指導を行うための授業時間を設ける等の環境
整備が必要であろう。
　執筆者は、今年度末をもって退職し、実践
科目担当教員の任を離れる。粗略ではある
が、本稿が、OCPあるいは実践科目の教育
効果を向上させるための踏み石の 1つとなれ
ば幸いである。
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注

i 途中 1名退職者があり担当者の交替があった。

ii 同会議には、実践科目 Cの担当教員、OCPプ

ログラム・社会力育成コーディネーターも参

加する

iii 井桁が添削を担当した学生で、複数名が同一

の活動を実施したのだが、そのうちの 1名が

書いたレポートを他の 2名がその内容をほぼ

引き写しで提出した例がある。コピペの元に

なったレポートも内容が十分ではなかったの

で、この学生および他の学生に対して、それ

ぞれの活動について自ら考察を加え文章化す

ることが課題である点を指摘、自覚を促し、

各自に書き直しを課した。

iv この問題に関しては、本稿では残念ながら検

討できない。

v リテラシーは一般に「読み書き能力」を含意

するとされるが、近年、情報リテラシー、あ

るいはメディアリテラシーといった用法、あ

る分野・領域に関する知識またそれらを活用

する能力をさす意味で使用されるようになっ

てきている。本稿のいう、「日本語リテラシー」

とは、日本語操作能力、すなわち日本語によ

る文書読解力・思考力、文章作成力、聴解力、

思考内容を伝達する力である。

vi 周知のように、すでに多くの大学で、学生の

日本語力向上のためのプログラムを構築して

いるが、この問題し、たとえば「日本リメディ

アル教育学会」の「日本語部会」では次のよ

うに述べている。「学力低下の原因として大

学進学率の向上、少子化、入学試験の多様化

など様々考えられるが、基礎学力の低下は大

学での教育そのものを脅かしつつあるようで

す。／大学生の全ての学力を支えるのは日本

語の力だと考えますが、我々の調査で、多く

の大学に日本語力が中学生レベルしかない学

生の存在が認められています」「大学生に必

要な日本語力とは何でしょうか。文学作品を

読む力とか、文学的な文章を書く能力が必要

なのではなく、専門の講義を聴き、教科書を

読み、理解し、資料から必要な情報を読みと

り、レポートを書くという基本的な作業の全

てを論理的にスムーズに進めるための日本語

力だといえるでしょう。さらに言えば卒論を

書く、発表をする、就職のための小論文を書

くという能力も必要でしょう」。http://www.

jade-web.org/jade/specialty/nihongo.html

vii http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo0/toushin/1217067.htm

viii http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

chukyo/chukyo4/029/siryo/attach/1298697.

htm

ix http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/

x 社会参加活動で学生が得た経験、経験を通し

て深化させた思考力を各自が学ぶ専門科目等

に活かすには、実践科目担当教員と他の教員

の間に問題関心の共有が必要である。


