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取 組 の 概 要 

「グローバルに通用する能力」の構築を主目的とし、そのための「知恵

創造型人材の育成」に力を注ぐ。具体的には教室内学習と教室外学習を

融合し、学生の「知恵」すなわち「自分で道理を考え、自分で適切に行

動する能力」を創造することを目的とする。本学部では、これまで「フ

ィールドスタディＡ・Ｂ」という科目で調査・実習型の教育方法を行っ

てきたが、学生の能動的・主体的意欲が形成され、教育効果が高いこと

から、この調査･実習型教育を学部カリキュラムにあわせ体系化し、教

養及び専門それぞれのゼミナールで実践する。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

経営学部の中に従来あるフィールドスタディ委員会に加え、平成 21 年度に GP 推進

委員会を新規に設立し、ほぼ 2 週間に一度の割合で合同委員会を開催してきた。平成

22 年度からは両委員会を統合し、フィールドスタディ・GP 委員会として、野外調査

の専門家である星野敏男経営学部専任教授が委員長を務め、GP は本 GP の事業推進責

任者である大石芳裕経営学部専任教授が担当した。委員会には事務からも数名参加

し、教職員一体となって協議するとともに、実務的な処理等に過ちがないように留意

した。なお、両委員会とも、他の委員会同様、決定機関ではなく協議機関であるので、

協議した結果については教授会に報告・提案し、必要あれば教授会で決定してもらう

ようにした。たとえば、各種フィールドスタディの設定、募集人員、参加学生に対す

る補助費、成果報告会などすべての事項について、フィールドスタディ・GP 委員会

で協議し、教授会で承認を得てきた。 

本 GP プロジェクトに関する経費については文部科学省からの補助金を充当した

が、従来のフィールドスタディで GP には属さないものについては経営学部が学生か

ら徴収する実習費や各年度の政策経費で大学から補助されるものを当ててきた。GP

プロジェクトが終了することに伴い、拡大したフィールドスタディの経費をいかに賄

うかは重要な課題であるが、財政支援期間終了後の平成 24 年度は大学からの政策経

費がいくらかついたので当面は緊縮財政で継続するしかない。 

 

(２)取組の実施内容について 

本 GP の期間（平成 21 年度から平成 23 年度）、取組に参加した教員数および学生数

は下記の通りである。 
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取組に参加した教員数／経営学部教員数（学部に占める割合） 

平成 21 年度 10 名／61 名(16％) 

平成 22 年度 15 名／64 名(23％) 

平成 23 年度 15 名／64 名(23％) 

        学生数 平成 21 年度 153 名／3000 名(5％)、9.6 人／件 

平成 22 年度 334 名／3087 名(10％)、13.4 人／件 

平成 23 年度 259 名／3047 名(8％)、14.4 人／件 

 

参加教員数は平成 21 年度の 10 名から平成 22 年度は 15 名に増加し、平成 23 年度

もその数を維持した。学部教員数に対する割合はほぼ 4分の 1というところであるが、

本 GP を契機にゼミ内で独自に実施するフィールドスタディが増加したので本プロジ

ェクトの影響は大と言える。学生数は平成 21 年度の 153 名（全体の 5％）から平成

22 年度には 334 名（10％）と倍増したが、平成 23 年度は 259 名（8％）と減少した。

これは一人の教員が実施する GP の件数が減ったためで、1 件当たりの参加学生数は

平成 21 年度の 9.6 人から平成 22 年度は 13.4 人へ、そして平成 23 年度は 14.4 人と

微増であるが増加している。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

平成 23 年 1 月 24 日に開催された文部科学省主催の平成 22 年度「大学教育改革プ

ログラム合同フォーラム」におけるポスター展示会に参加し、本取組を広く社会に情

報発信した。同ポスター展示会においては全国からプログラム担当者が集まり、お互

いのポスターを見たり意見交換を行ったりした。また、プログラムに参加していない

大学からも見学者が訪れ、意見交換を行うことができた。そのうちの一校（弘前大学）

は平成 24 年 3 月 9 日に実施した成果報告会にもオブザーバーとして参加されている

（平成 23 年 3 月 11 日の成果報告会にも参加予定であったが、東日本大震災のため中

止）。 

なお経営学部のホームページにもフィールドスタディについての項目があり、その

中で本 GP の採択について触れている。そして「知恵創造型人材の育成」というペー

ジ（http://www.meiji.ac.jp/keiei/chiesouzou/index.html）へリンクを貼っており、

そこで詳しく本 GP の取組を紹介している。平成 24 年 3 月 9 日の成果報告会の様子は

ビデオ収録しており、近々、ホームページにアップされる予定である。なお、同ホー

ムページには簡潔な「活動報告」が記載されているが、個々の GP 案件ではより詳細

な報告書が作成されている。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 本取組の目的は「知恵創造型人材の育成」である。高校生まで知識習得偏重できた

学生が自らの頭で考え、自らの言葉で話し、自らの汗を流してものごとを成し遂げて

いくことが、グローバル社会で生き抜くために必要不可欠と考え本取組を実施した。

明治大学経営学部では平成 14 年度からこの趣旨でフィールドスタディを実践してい

るが、本 GP に採択されることでその実践に弾みがついたものである。参加教員数・

学生数の増加については上記したが、数だけでなく学生の質も向上している。 

 学生に対しては、25 項目について GP 参加の事前と事後にアンケートを実施した。

平成 22 年度の結果を見ると、そのすべての項目で学生の成長が確認できる。「ものご

とを深く考えるようになった」などすべての項目で「強くそう思う」と「ややそう思

う」の回答比率合計が GP 参加後に増大している。25 項目の平均増加率は 21.7 ポイン

トであり、「図表や数字などの重要性を認識するようになった」が最高で 43.4 ポイン

ト増加している。「自律（自分で自分を統制）・自立（自分の考え方を持つ）したと思

う」が 31.9 ポイント増加しており、「社会貢献意識が高まった」も 25.4 ポイントの

増加、「将来の夢を以前より明確に持てるようになった」も 23.9 ポイントの増加であ

る。我々が企図した通りの成果を挙げることができた。これはフィールドスタディと

いう教室外学習によるところが大きい。教室で理論や知識を学ぶだけでなく、外に出

て現実の自然や文化、企業経営などに触れ、若い学生が本来持っている好奇心や向上

心が啓発されたのだと考えられる。事前アンケートでは「短期・長期にかかわらず、

海外留学を考えるようになった」は「強くそう思わない」と「ややそう思わない」の

合計が 43.0％あったものが、事後アンケートでは 25.2％に大幅に減少した。同様に

「将来、海外で働いてみたいと思うようになった」という問に対する否定的見解も、

38.8％から 23.7％に減少した。これはとくに海外 FS の影響が大きいと思われるが、

国内 FS であっても現地・現物・現場を体験することによって視野が広がるのであろ

う。実際「人生のさまざまな問題について、広い視野を持てるようになれた」は「そ

う思う」と「ややそう思う」の合計が 34.7 ポイントも増加している。 

 本取組の結果、経営学部の中にはフィールドスタディの重要性を再認識し、新規採

用人事においては基本的にフィールドスタディ担当を義務づけるような合意が形成

された。他学部や他大学からの問い合わせもあり、それぞれの組織で類似の取り組み

がなされるようになった。同じ時期、英語でのコミュニケーション能力さえあれば受

け入れる学部独自の協定校制度を開始し、それに伴い英語による専門授業を平成 21

年度 16 コマ、平成 23 年度 47 コマ設置したのも「グローバル人材の育成」という合

意が教授会でなされたからである。経営学部におけるその取り組みの直後、明治大学

全体が「グローバル 30」選抜 13 校の１つに選ばれた。 

 GP 各プログラムにおいては、実施後に成果報告書を作成している。当然、それは調

査対象相手に送付されるのだが、「自分たちではここまでは書けない」という賞賛の

声が上がっている。とくに応用 FS の成果報告書は A4 で 100 ページを超える大部のも

のもあり、内容も充実しており、実際に読んだ外部審査委員からも激賞されている。
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

取組の評価については、(1)学生、(2)担当教員、(3)調査対象相手、(4)外部審査委

員の４者で行った。(1)学生の評価については、各プログラムごとに参加者の事前評

価と事後評価をアンケート形式で回答してもらい、両者を比較対照することによって

学生の成長度合いを測定した。調査の結果、ほとんど全ての項目で成長の跡が見られ

た。(2)担当教員については、定量的調査よりも定性的調査の方が妥当と考え、フィ

ールドスタディ・GP 委員会で話し合い、プログラムの是非、学生の成長度合いを確認

した。全員が一致して教育効果を認めている。(3)調査対象相手については、一部、

成果報告会の外部審査委員にもなっていただき、外部審査にもその意見を反映してい

ただいた。審査委員以外については、各プログラムで報告書を送付した折、メール等

でコメントを頂戴している。(4)外部審査委員については、年度末の成果報告会にお

いて資料をお渡しし、一部のプログラムの成果報告を直に聞いていただき評価してい

ただいた。これも概ね高い評価を頂戴している（平成 22 年度は東日本大震災で成果

報告会が中止）。 

しかしながら、当然のことながら課題もいくつか明らかになった。(1)学生アンケ

ート結果からは、すべての質問項目において「強くそう思う」と「ややそう思う」の

合計において事後数値が事前数値を上回ったので大きな教育効果があったと判断さ

れるものの、その比率の差はバラバラであった。たとえば「図表や数字などの重要性

を認識するようになった」（事後と事前の差が 43.4 ポイント）とか「Power Point を

かなり使いこなせるようになった」（32.2）などの技術的な面では大きく成長したも

のの、「人の世話をすることが苦にならなくなった」（3.9）とか「年配の人や目上の

人に気後れすることはなくなった」（11.9）などでは成長度合いが低かった。「人生の

さまざまな問題について、広い視野を持てるようになれた」（同 34.7）ことは目的通

りではあるが、これらの課題については委員会で「もっと学生の自主性を引き出すよ

うな方策」の検討を担当者に依頼した。その結果、一部で行われていた学生による企

画・立案・実施というやり方が広まっていった。(2)担当教員の意見交換では、「平日

に FS を実施しないと調査対象が休業中だったりして十分な調査ができない」との意

見があり、教授会で「GP の FS については公休とみなす」という決定をとりつけた。

これで教員も学生も安心して GP に取り組むことができるようになった。(3)調査対象

相手や(4)外部審査委員からは、導入 FS から応用 FS への移行プロセスが明確ではな

いとの指摘を受け、履修対象学年の見直しや異なった FS を複数履修できる制度への

変更、およびそれぞれの FS の特性の明確化を図った。また(4)外部審査委員からは「社

会的貢献について（成果の具体性と訪問先への報告とその後の継承）」に関して学年

が下になるにつれて「やや弱い」（15％。基本 FS・応用 FS ではわずか 6％）という評

価を頂戴したが、導入 FS は 1 年生が中心であり、ある意味やむをえない面もある。

しかしながら、今後の残された課題ではあると認識している。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組は、「グローバル人材の育成」という本学部の目標の根幹をなすものである

ため、財政支援期間終了後も当然継続していく。導入 FS、基本 FS、応用 FS の拡充と

多様化を図り、同時に有機的連携を深めていくことを模索する。新規に採用する教員

については、基本的に FS を担当してもらうことを条件にし、国内外の大学との意見

交換・連携なども深めていく。FS のコンテンツ化も継続し、取組の概要や得られた成

果をウェブコンテンツや報告書、あるいは報告会などにおいて広く学内外に公表して

いく。予算の制約は大きくなるが、大学に対して政策経費等の申請をしたり、文部科

学省や経済産業省へ大型プロジェクトの申請をしたりして取組の厚みを維持したい。

以上が申請時に記載した財政支援期間終了後の展開の骨子であり、われわれの基本

的な認識や方向性は現在もこれと変わらない。導入 FS、基本 FS、応用 FS という三層

構造を設定し、「自分で道理を考え、自分で適切に行動する能力」を備えた「知恵創

造型人材」を育成するという基本目標が十分に達成されたことは、学生アンケートや

外部審査委員の所見によって裏付けられている。 

今後もフィールドスタディ委員会（平成 24 年度から名称変更）を母体とし、若干

の再編を加えたうえで三層に構造化されたカリキュラムを展開する。これまで、導入

FS に相当する教養演習は 1 年次、基本 FS に相当する FS A・B は 2～4 年次に配当され

ていた。そのため、学習意欲の高い 1 回生が上位の学年とともに本格的な FS を体験

する機会が確保されていなかった。そこで、今後は導入 FS 相当科目を首都圏近郊な

どで実施する 1 泊 2 日程度のフィールドワークを核とする FSA・B とし、移行期間を

経た後配当年次を 1～4 年次とする。これに伴い、従来の FSA・B は基本 FS 相当科目

の FSC・D と名称変更する。早い段階で FSA・B を履修することによって動機づけられ

た学生が、より主体的・積極的に上級の FS へと歩を進めることが期待される。 

本取組の期間中、FS 参加学生が事件・自己に巻き込まれる事案はなかったが、不測

の事態は常に発生しうる。FS 参加学生には団体傷害保険への加入を義務づけている

（自己負担なし）とはいえ、引率した教員が管理責任を問われて訴追されることも想

定される。教員の免責事項などに関するガイドラインを整え、学生および保護者には

それに同意した上で FS を履修してもらうなどの危機管理を徹底する必要があると認

識している。むろん、引率の教員が学生を危険に遭遇させないよう最大限の努力を払

うことが前提である。 

外部審査委員を招いての成果報告会は、学生にとって FS における学びの集大成で

あり、目標でもあるため、規模縮小はやむなしとしても開催は堅持したい。一方で印

刷・製本経費を要する冊子体での報告書は電子媒体に置き換え、インフォーマントの

プライバシー等に配慮した上で積極的に公表していく所存である。 

財政支援の終了に伴い、学生に対する実習旅費補助の削減等の経費節減を行わざる

を得ず、それによって海外をフィールドとする FS の実施に影響が出ることなどが予

想される。しかし大学側が本取組の有効性を評価し、平成 24 年度の政策経費の配分

を決定したことは僥倖である。かねてから FS に充てられてきた学部の実習費と合わ

せ、今年度はカリキュラムの根幹を維持した上で FS を展開できる見込みである。 
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本プロジェクトは、学生が教室内学習による知識の習得のみならず知識創造を経て

グローバル人材になることを教育目的としている。経営学部では別途「グローバルな

コミュニケーション能力」を高めるために、語学教育の充実や英語による専門科目の

設置、IBP（International Business Program：2 単位の 4 週間短期語学学習と一部正

規授業の聴講）などの施策を実施してきた。しかしながら、語学を中心とした教育だ

けではグローバル人材にはなれず、根本的に自ら考え自ら行動する人材を育成する必

要がある。それが教室外学習（フィールドスタディ）を中心とした「知恵創造型人材

の育成」である。それは下記の図に示されている。 

 

「知恵創造型人材育成」と「グローバル人材育成」の関係 

教
室
外
学
習 

参加学生はフィールドス

タディの事前学習から、自

分で資料を探し自分で学ぶ

ことを学習する。人前で発

表する機会も多く、いかに

他人を説得させるかという

ことに知恵を絞ることにな

る。フィールドスタディに

よっては訪問先のアポイン

ト取りや細部の交渉、質問

票の作成、訪問後の礼状発

送、報告書原案提出などを学生自らやるところもあり、それ自体が「知恵創造型人材」

の育成に繋がっている。「観察・体験型 FS」ではとくに「自己管理力」と「人類の文化・

社会と自然に関する知識の理解」から生まれる新たな発想力が培われ、「コンサルティ

ング型 FS」ではとくに「本質探索力」と「問題解決力」が培われた。FS 実施前と実施

後の学生アンケートを比較しても（平成 22 年度）、「ものごとを深く考えるようになっ

た」という問に対して「強くそう思う」が 49.6％、「ややそう思う」が 34.4％に達す

る。「自律（自分で自分を統制）・自立（自分の考え方を持つ）したと思う」もそれぞ

れ 32.1％、37.4％など、他の質問項目を見ても学生の成長が見てとれる。成果報告会

における外部評価委員の評価をみても、たとえば「応用 FS」では「最終報告として（導

入 FS、基本 FS を踏まえて）正確な分析、的確な報告となっているか」という点につい

て「非常によい」が 36％、「まあまあよい」が 50％と併せて 9 割近くが「よい」と判

断されている。 

平成 21～平成 23 年度の取組参加教員数は 10⇒15⇒15 となり、参加学生数は 153⇒

334⇒259 となった。1 件当たりの参加学生数も 9.6⇒13.4⇒14.4 と増加している。そ

の数値に必ずしも満足しているわけではないが、平成 23 年度は東日本大震災などの影

響もあったことを考えると、着実に定着・発展してきているといえる。 

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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