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取 組 の 概 要 

本取組は、１年生と２年生が異学年共同コミュニティを形成し、

少人数指導により学生の主体的な学びを推進する課題解決型学習プ

ログラムである。学生一人ひとりが課題解決型学習を自分たちの力

と知恵で遂行することにより、自信と達成感を味わうとともに、多

様な人間関係のなかで自ら考え、行動することで、教育・保育現場

から強く要請されている課題探求能力と人間関係調整力を有し、チ

ーム貢献できる人材の育成を目標としている。 

 

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 

本取組は、保育科全体の教育を網羅するかたちで、保育科所属の全教員で実施した。

「異学年交流委員会」が中心となり、定期的に取組の進捗状況を確認しながら、方向

性を決定した。本取組期間の３年間において、異学年交流委員会は計８３回の会議を

行った。また、「異学年交流委員会」には、下部組織として「コミュニティ組織運営

部会」「学生サポート部会」「評価部会」の３部会を設置し、保育科の全教員がいずれ

かに所属することで、細部についての検討を重ねてきた。 

平成２２年度からは、学生の意欲を高め主体性を育成するため、学生による「学生

運営実行委員会」と「コミュニティリーダー連絡会」を設置した。「学生運営実行委

員会」は、各コミュニティリーダーとともに、テーマ学習・中間発表・学生フォーラ

ムの運営を推進し、主体的な課題解決型学習を円滑に進めることができた。 

取組の成果を顕著なものにするためには、全教員の教育力を確保することが求めら

れる。そのため、外部の専門家を講師に招き、教育のスキルと質の向上をはかり、課

題解決型学習の実効性を高めることを目的として、「ファシリテーター研修会」を計

４回（平成２１年１１月、平成２２年２月、６月、１１月）実施した。 

また、事務局の教務課、学生課、知財戦略課は、教育課程の編成、教室の配置、「中

間発表」と「学生フォーラム」の実施、「テーマ学習成果報告書」の作成等を支援し

た。本取組は大学からの積極的な支援を受け、実施のための協力体制が整っていた。

(２)取組の実施内容について 

平成２１年度 

「異学年交流委員会」を４月に設置し、３つの部会を立ち上げた。５月の合宿研修

で、２６のコミュニティを形成し、テーマ学習を開始した。テーマ学習は、「子ども

が喜ぶ保育教材の研究」「絵本とその導入について」「年齢・発達にあった言葉がけ」
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等、実習に視点をあて行ってきた。毎回の活動は、今回作成した「プログレスノート」

にまとめた。テーマ学習の成果は、学園祭での中間発表（１１月）、学生フォーラム

（１月）でポスター発表を行い、相互に学習成果を評価し合った。また、学生フォー

ラムでは「ぼくのつくったうたと絵本」の講演会（講師／中川ひろたか氏）を実施し、

教員４２名、１年生２３９名、２年生２３２名が参加した。 

平成２２年度 

４０のコミュニティで学習活動を開始した。オリエンテーション、リーダーシップ

研修会、合宿研修を実施し、円滑に学習活動を開始できるように努めた。さらに、「学

生運営実行委員会」、「コミュニティリーダー連絡会」を組織し、学生が主体となって

企画、運営するように活動を改善した。テーマ学習は「楽しく学ぶ食育」「公園での

遊びの研究」「世界のおやつ」などであり、その成果を中間発表、学生フォーラムに

おいてポスター発表し、相互評価を実施した。毎回の活動は「プログレスノート」に

まとめた。学生フォーラムでは「動物の食生活から学ぶもの～食は命をつなぎ心をつ

なぐ～」の講演会（講師／中川志郎氏）を実施し、教員４０名、１年生２４９名、２

年生２２３名が参加した。 

平成２３年度 

前年度と同様に、学生がより主体性を発揮して、課題解決型学習を進めるよう、「学

生運営実行委員会」、「コミュニティリーダー連絡会」を組織し、オリエンテーション、

リーダーシップ研修会、合宿研修を実施した。環境、生き方、美術、衣、からだ、音

楽等の領域を設定し希望調査を行い、３７のコミュニティを編成した。テーマ学習は

「短大生の生き方」「幼児と楽しむヨガ」「子どものからだ」「野菜ぎらい克服法」な

ど多様なテーマとなった。毎回の活動は「プログレスノート」にまとめ、学習の成果

は、中間発表でポスター発表し、学生フォーラムでは分科会形式の口頭発表を行い、

相互評価を行うとともに外部評価者からも評価を受けた。また、学生フォーラムでは

「自ら考え行動しチーム貢献するということ－スポーツを通して考える－」の講演会

（講師／中西哲生氏）を実施し、教員３７名、１年生３３１名、２年生２３２名が参

加した。 

(３)社会への情報提供活動について 

取組の内容、経過、成果等に関する情報提供は、保育科のホームページを通して行

った。その他の活動は以下の通りである。 

・ 全私学新聞に「私立短大の挑戦」(平成２２年６月１３日号)として、課題解決

型学習の様子が掲載された。 

・ 東京・秋葉原コンベンションホールを会場に開催された平成２２年度「大学教

育改革プログラム合同フォーラム」(平成２３年１月２４日)において、ポスタ

ーセッションに出展し、各大学と有益な情報交換を行った。 

・ 甲子園大学主催の大学教育・学生支援シンポジウム(宝塚ソリオホール、平成

２４年２月１１日)において、本取組についての事例発表を行った。 

・ 毎年度、「テーマ学習報告書」を作成し、関係機関及び大学等（８４４部）に

配付し、情報提供に努めた。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組は異学年共同コミュニティが、学年を越えたコミュニティのダイナミックス

を有する教育単位として、課題解決型学習（ＰＢＬ）に取組むプログラムである。学

生間あるいは学生・教員間の双方向型学習を継続的に行うことにより、課題探求能力

（課題発見力・行動力・総合力）と人間関係調整力（傾聴力・状況把握力・自己表現

力）を養うことが目的である。在学中の２年間で、課題解決型学習（ＰＢＬ）を２サ

イクル経験し、段階的にこの２つの力（課題探求能力、人間関係調整力）を高め、卒

業時には、「チーム貢献できる力」をそなえた保育者として、自信をもって現場に出

ることを取組の達成目標としていた。 

毎回の活動は、本取組のために作成した「プログレスノート」にまとめ、活動の確

認と振り返りを行った。テーマ学習は、中間発表や学生フォーラムで、ポスター発表

（平成２１、２２年度）、分科会形式の口頭発表（平成２３年度）を行い、学習成果

をまとめる力、表現力等を養った。 

本取組の達成目標を検証するために、「私の成長記録」と題した自己評価を実施し、

「課題探求能力」と「人間関係調整力」に関して、５段階で評価した。評価の時期は、

１１月の中間発表後と１月の学生フォーラム（最終発表後）の計２回で、それぞれを

「中間評価」、「総括評価」とした（表１）。 

表１ 「課題探求能力」と「人間関係調整力」について学生の自己評価（平均値） 

  
課題探求能力 人間関係調整力 

課題発見力 行動力 総合力 傾聴力 状況把握力 自己表現力

１年生 

（２９１名） 

中間評価 3.72 3.49 3.38 3.85 3.85 3.62 

総括評価 3.81 3.57 3.38 3.85 3.77 3.62 

２年生 

（１９４名） 

中間評価 3.81 3.61 3.57 3.89 3.79 3.68 

総括評価 3.98 3.78 3.67 4.03 3.92 3.84 

 １年生の評価得点は２回ともほとんど同じであったが、２年生は中間評価よりも総

括評価の方が得点は高くなった。つまり、２年生は２年間の課題解決型学習で、「課

題探求能力」、「人間関係調整力」ともに、高めていくことができたと考える。 

 また、平成２３年度には、学識経験者、幼稚園園長、保育所所長等（１６名）に外

部評価をお願いし、９項目の質問に５段階評価を求めた（表２）。 

表２ 外部評価項目の平均値 

 以上の通り、本取組についておおむね高い評価がなされた。この結果からも、本取

組は、保育現場で必要とされる能力を養成していると評価できる。 

質問項目 平均値 標準偏差 

１ 学生たちは、何が問題かをみつけることができていますか。 4.02 0.82 

２ 自分たちの課題を解決するために、適切に情報を収集できていますか。 3.99 0.79 

３ 調べた内容を適切にまとめることができていますか。 4.14 0.76 

４ 結論において、コミュニティなりの考えが示されていますか。 3.99 0.85 

５ 発表者は、聞き手に分かりやすい資料を示して伝えることができていますか。 3.99 0.86 

６ 発表者は、自分が話そうとすることを十分に理解して、伝えることができていますか。 4.13 0.71 

７ 発表者は、相手の質問を正確に理解して、応答することができていますか。 3.89 0.81 

８ 聞き手は、発表を真剣に聞いていましたか。 4.49 0.57 

９ 活発な質疑応答がありましたか。 3.49 0.88 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本取組の評価は、異学年交流委員会の評価部会が中心となり、取組の達成度および

成果について多面的な評価を行なった。評価方法には、「学生による自己評価」「学生

間評価」「教員による学生評価」「学生満足度調査」「外部評価」など、さまざまな角

度、指標からなる評価ツールを用いた。結果はデータベース化により数値化し、評価

結果にもとづき、異学年交流委員会で改善計画の立案を行い、次年度の取組に反映さ

せ実行することで、ＰＤＣＡサイクルを有効に展開し、取組の実効性を高めるように

計画した。評価体制を以下に示す（図１）。 

教務委員会
学生生活委員会
就職委員会

自己点検・評価委員会

異学年交流委員会

評価部会

異学年交流委員会
以下３部会

改善案の評価

改善案の立案改善計画の実行

＜内部評価＞
自己点検評価

各部会の反省事項の集約

各年度の
取組企画・実施

学生フォーラム外部参加者
（平成２３年度より

外部評価

内部評価の
報告

評価・助言

報告

 

図１ 本取組の評価体制（ＰＤＣＡサイクル） 

１．「学生による自己評価」は、修得すべき力がどの程度獲得できたか、学習成果を

自ら確認するものである。その評価指標として、課題解決に向けて計画を立てる力が

あるか、相手の意見をていねいに聴く力があるか、意見や立場の違いを理解する力が

あるかなど１４項目の５段階評価を中間評価、総括評価の年２回行った。 

２．「学生間評価」は、同じ異学年共同コミュニティを構成した１年生と２年生が、

１年間の取組成果について相互評価を行い、各自の課題発見と成長のための手助けと

するものである。自分の役割を理解し行動できたか、相手の意見をていねいに聞くこ

とができたか等、１２項目の５段階評価を中間評価と総括評価の年２回行った。 

３．「教員による学生評価」は、修得目標である課題探求能力と人間関係調整力につ

いて、課題発見力・行動力・傾聴力・状況把握力・自己表現力など、１４の指標ごと

にファシリテーターが、５段階評価を中間評価と総括評価の年２回行った。 

４．「学生満足度調査」は、学生フォーラム終了後に、この活動を通して自分自身が

成長したか、新しく親しい人ができたか等、１８項目の質問に５段階評価を行った。

５．「外部評価」は、平成２３年度の学生フォーラムにおいて、学識経験者、幼稚園

園長、保育所所長等に外部評価者をお願いし、学生の成果発表と取組自体について評

価を求めた。コミュニティなりの考え方が示されているか、発表者は相手の質問を正

確に理解し応答できたか等、９項目の質問に５段階で評価を実施した。 

内部・外部から受けたこれらの評価は、異学年交流委員会の評価部会で検討され、

異学年交流委員会で改善案をまとめ、保育科教員会議で報告・討議された。本取組は、

ＰＤＣＡサイクルを有効に展開し、取組の実効性を高めてきた。各評価の方法と評価

指標、評価シート、各評価のデータ結果、３年間の比較考察等は、各年度の「テーマ

学習成果報告書」に記載している。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

財政支援期間終了後の取組について、申請時には、学生フォーラムを充実し、優秀

な研究成果を選抜し全国保育士養成協議会関東ブロック協議会主催「学生研究発表

会」で発表することや本取組の単位化を目指すとした。 

本取組は、聖徳大学短期大学部のキャリア教育として位置づけ、平成２３年度から

卒業必修科目である「キャリア総合演習」として実施している。異学年共同コミュニ

ティによる課題解決型学習は、こうした形で継続され学生の目標達成を支援するもの

となっている。 

「キャリア総合演習」の授業目的は次の通りである。 

１．客観的な根拠を示しながら自分の意見を相手に伝え、論証に裏づけられた討議に

より、コミュニケーションできる基礎的能力を身につけている。 

２．コミュニティでの活動を通して、コミュニティ内での個人の責任、他者との協調

の重要性を理解している。 

３．継続的で協働的な学習を行い、課題探求能力を身につけ、リーダーシップ能力を

獲得している。 

上記１から３を獲得することによって、最終的には保育者としてチーム貢献できる

力を身につける。 

 授業の内容は、「異学年共同コミュニティを形成し、コミュニティの仲間と協力し

ながら、テーマに沿って 1 年間継続的に協働的な学習に取組む」ことである。授業計

画において、前期に中間報告、後期に最終報告（「学生フォーラム」）を行うことを記

している。また、その活動は、プログレスノート、コミュニティ単位の成果発表、最

終報告書（レポート）で評価する。 

 引き続き保育科の全教員で取組むが、この授業の円滑な実施のため保育科内にプロ

ジェクトチームを設置した。また、引き続き通常の授業として実施するため、大学か

らの支援もあり、協力体制は継続している。 

本取組の全体的な課題は、テーマ学習の質をさらに高めることである。そのため、

目的意識を明確にするオリエンテーションの充実、学生一人ひとりが生かされるコミ

ュニティの編成、主体性が発揮できるテーマの設定、また成果発表の充実等を図って

いく。また、保育科全教員が本取組に参加したことは意義深いものであるが、学びの

充実・教育の質を保証するために、全教員のファシリテーション力を確保することが

重要である。毎年、異なる学年の学生が集うコミュニティを担当し、１年間を通して

課題解決型学習を進めることは、決して簡単ではなく、また課題解決型学習のファシ

リテーションは、専門分野の授業を組み立てて展開し指導すること以上に難しいもの

である。そのために、教員間の情報交換、ＦＤ活動を活発にし、中間報告、最終報告

（学生フォーラム）をさらに充実させることが必要である。 

平成２３年度に外部評価を受け、本取組が学内外から大きな期待を寄せられている

ことを再認識した。今後ともこの活動を通し、保育現場との連携をさらに深めていく

必要がある。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は、１年生と２年生が異学年共同コミュニティを形成し、教員がファシリテ

ーター役となる少人数指導で、学生の主体的な学びを推進する教育プログラムであ

る。コミュニティごとに学習テーマ、活動内容等を決定し実践することで、他者と理

解し合うコミュニケーション力、プレゼンテーション力、実行力等を育成し、さらに

多様な人間関係のなかで自ら考え、行動していくことで課題発見力・傾聴力・自己表

現力などを向上させ、幅広い学びを保証している。この取組によって培われる他者と

協力しながら課題を解決する力、人間関係調整力、コミュニケーション力等は、保育

の現場からも求められている社会人基礎力でもある。 

本取組は、「キャリア総合演習」（２年間の卒業必修科目）として継続的・発展的に

取組まれ、就業力・仕事力も備えた女性の育成を目指すものとなる。今後とも、異学

年共同コミュニティの活動を通し、コミュニティの仲間と協力しながら、テーマに沿

って１年間継続的に協働型学習に取組む。 

このようにして、実践力の高い保育者を育成する従来の取組との相乗効果を図り、

学士力を高め、さらに質の高い保育者養成を可能にし、保育科のディプロマポリシー

（図２参照）を達成するものである。 

 

幼稚園教諭・保育士として即戦力となる人
材を育成する。教育課程の編成・実施にお
いては、理論とともに実技・実習を重視
し、教養教育、専門教育、表現教育、実習
教育、そして課題探求能力・人間関係調整
力を育成する教育を有機的・発展的に結び
つける。

幼児教育に関する理論と技術を幅広く勉学するこ
とにより、保育に必要な専門的力量および実践的
指導力を身につけ、社会の一員として適切に行動
することができる幼稚園教諭または保育士を養成
する。
保育に関する専門的知識、専門職としての実践的
な技能・表現力、使命感・責任感、課題探求能
力、人間関係調整力、チーム貢献できる力の修得
を学位授与の条件とする。

子どもたちがもつ大きなエネルギーに負けない、高い
意欲を有する入学者を積極的に受け入れ、その夢と目
標を実現する。入学者選抜では、子どもと積極的に関
わり活動する行動力、ピアノ・表現遊び・創作舞踊へ
の学習意欲、社会に積極的に貢献しようという姿勢、
他者とのコミュニケーション能力・協調性を重視す
る。

アドミッション

ディプロマ

大学教育・学生支援推進事業
（大学教育推進プログラム）

自ら考え行動しチーム貢献できる保育者養成
―異学年共同コミュニティによる課題解決型学習―

「キャリア総合演習」
（２年間の卒業必修科目）

カリキュラム

 

図２ 本取組と保育科の３つのポリシーとの関連 
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