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経営学部１年生必修科目「情報処理入門」における
ピアサポートの試みと効果検証

The Effectiveness Verification on Peer Support in a Compulsory Course 
for First-Year Students of the Faculty of Business Administration

〈論文要旨〉

　本研究は，授業内でピアサポート制度を構築した場合，どのような教育的効果を

生むのかを確認することを目的とした。その結果，参加した学生の 9 割はまた参加

したいと回答し，考えることで学び気づきを得るという学生自らの内省を経て，再

び自らの学修がモチベートされるという好循環が起きていたことから，学生の能動

的な学修を促すことに寄与する取り組みであることが明らかとなった。
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Ⅰ　背景

学生の主体的・自律的な学修を促す取り組みは，重要である。学生生活上で支援（援助）

を必要としている学生に対し，仲間である学生同士で気軽に相談に応じ，サポートする制度

をピアサポートと呼ぶが，46.7% の私立大学がこの制度を導入している（日本学生支援機構 , 

2019）。その主な私立大学の取り組みは，授業内外の学習サポート，留学生支援，学生間の

仲間づくり，修学相談（履修相談等）である。ピアサポート制度は，60 年ほど前に欧米の
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社会福祉分野で取り入れられ，日本の教育分野に導入されたのは 1990 年代以降とされる（西

山・山本 , 2002）。

サポートを受ける人にとっての導入メリットは，大学生活に馴染み他者とのつながりを形

成するが挙げられ，サポートする人は教えることにより学ぶだけでなく，コミュニケーショ

ンやリーダーシップ能力を育成することができるとされる（清水・山田 , 2014）。しかしコ

ロナ禍において家庭での学修期間が長引くと同じ空間で一緒に活動する機会が減るため，そ

の活動形態も従来とは異なる方法が求められてくる。

先行研究で示された学生アンケートでは，新型コロナウイルス感染拡大に伴う大学 1 年生

の特徴が明らかになっている。友達が作れない，友達と交流できないといった悩みを抱えて

いる 1 年生は他の学年と比べ突出してその割合が高く（46.3%），オンライン授業は対面授

業を代替できないと回答する学生の割合も，1 年生が他学年の 2 倍以上ある（文部科学省 , 

2021; 九州大学教育改革推進本部 , 2020）。全国大学生活協同組合連合会（2020）が実施した

学生生活実態調査では，学生生活が充実していると感じた 1 年生の割合は 1983 年以降最低

値となり，他学年に比較してその下落率は突出して高い（－30.8%）。よって特に入学したば

かりの学生には，学修を支援するサポートだけでなく，友達作りや学生生活に馴染めるよう

促す組織的取り組みが求められている。

本研究は，入学したばかりの学生同士が個人的につながる機会を提供し，ともに学び合う

仲間の存在を自宅学習でも感じられる環境を創造することができたら，どのような教育的効

果を生むのかを確認することを目的とした。授業「情報処理入門」で試みた新たな教育実践

に対して振り返るとともに，コロナ禍における学生支援のあり方を検討した。

Ⅱ　研究方法

１．授業概要と対象

東京成徳大学経営学部 1 年生を対象とした必修授業「情報処理入門」は，情報リテラシー

に関する基本的スキルを養成することを目的に開講された授業である。主な学習内容は，パ

ソコンの基本操作，電子メールの設定と使い方，学内のネットワーク環境の使用方法，ワー

ドとエクセルの操作方法，情報セキュリティとモラルである。授業クラスは全３クラスあっ

たが，そのうち２クラスを筆者が担当した。受講者数は２クラス合計 103 名であり，その２

クラスを対象とした教育実践を本論文で報告する。

２．授業期間と時間

１回 90 分の授業は，2021 年４月 15 日から７月 22 日まで毎週木曜日の午後（４限および
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５限），15 週連続して開講した。授業は原則対面で行われたが，コロナ禍の影響により授業

回数全体の 3 分の 2 は，オンラインによる遠隔ライブ授業となった。最終的に学生が通学で

き対面で授業を実施したのは，４月中旬と６月下旬から７月上旬にかけて計５回のみであっ

た。

３．本授業でのバディ制度構築背景と概要

本授業で実施したピアサポート制度は，バディ制度と呼んだ。本制度を構築した最大の目

的は，入学したばかりの学生同士が個人的につながる機会を提供し，ともに学び合う仲間の

存在を自宅学習でも感じられる環境を創造することであった。また一人ひとり使用している

パソコンの機種やソフトウェアのバージョンが異なる環境下で，授業をサポートするティー

チング・アシスタント等もいないため，103 名もの学生を時には遠隔操作しながら教員一人

が個別に授業外で学習支援を行うには時間的・精神的にも業務過負荷となり，それにより学

生のサポートが十分でなくなることが懸念された。そこで，学生間の機会創出および教員の

過負荷からもたらされる授業の質低下へのリスク回避のため，学生同士がともに学びあう仕

組みを構築することとした。

バディ制度に参加する対象は，一人でパソコンの操作方法を学ぶことに不安を感じており，

相談できる相手を求める学生とした。５月下旬から６月中旬にかけて，授業内で学生に制度

の周知を行うと同時に，支援が必要だと思われる学生（以下，A）に対して教員から個別に

声をかけた（図１）。学生が制度へ参加することは成績に全く影響しないことを伝え，安心

図１　マッチングフロー
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して名乗りを挙げられるよう努めた。学生と教員との連絡は主に teams のチャットで行わ

れた。Ａもしくは支援を希望する学生（以下，B）から支援を求める希望が教員へ届いた場

合（①），Ａもしくは B の氏名を伏せた上で支援可能だと思われる学生（以下，C）へ教員

から声をかけた（②）。C の選定は，毎回授業で課される課題の到達度合いを教員が判断し

選定した。C から参加希望連絡があった段階（③）で初めて，教員からＡもしくは B の氏

名を C へ伝えると同時に，A もしくは B から C へお礼連絡をするよう伝えた（④）。これ

により相互学習がスタートした。最終的に 16 組 32 名のペア（４限クラス６組，５限クラス

10 組）が誕生し，約１ヶ月間の活動が行われた。２クラス 103 名のうち，おおよそ３名に

１名は本バディ制度に参加した。

４．質問項目と回収率

バディ制度に参加した学生は，制度が意図する目的に到達することができたのかを確認す

るため，5 件法の質問紙調査を実施した。回答期間は，７月 20 日から７月 31 日であった。

本調査では，ピアサポートによる教育効果に関する文献レビューを行った清水・山田（2014）

を参考に，質問紙を完成させた（Appendix Ａ）。回収率は，支援を行なった学生は 100％（16

名）であり，支援を受けた学生は 93.8%（15 名）であった。

Ⅲ　結果

本節では全 23 項目ある質問の中から，ピアサポート制度をよりよく運営していくために

重要な視点となる 11 項目のみを報告する。それ以外の分析結果は，文末に Appendix B と

して示した。

１　Ｑ１_バディ制度に参加した理由

両者の立場から寄せられたコメントを，以下の通り分類・整理した。両者に共通している

点は「自己能力開発」「相談仲間を作る」「教員からの勧め」の 3 点であった。支援する人の

みに見られた理由は，新しいことに対する挑戦意欲や経験を積めることへの積極的な姿勢，

そして人の役に立てることであった。それに対して支援を受けた人のみに見られた理由は，

苦手なことに対する対処法としてであった。

【支援を行った人】（複数回答あり）

• 自己能力開発（６件）：コミュニケーション能力を培うことができると感じたからです。また，

それにより自分の長所短所を理解することが可能になると考えました / 私はバディと対話をする

ことで自分の苦手なことが少しでも良くなると思ったからです / 人に教える中で自分の学習にも

繋がるから / 他人に教えることで自分自身での理解もより一層深まり，良い経験になると思った
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から / 自分の知識を深めることができると思ったから / 相手に教えられて初めて自分も完璧に理

解したと身を持って感じられると思ったからです

• 挑戦 / 経験を積める（４件）：たくさんいる学生の中から選んで頂けて，この機会に挑戦して

みたかったからです / 教えることも勉強の一つだと思い，やったことがないことに挑戦してみよ

うと思ったから / 私にとってもいい経験になると思ったからです / バディ制度というあまり体験

することの出来ないものが，体験できるという機会を頂いたため参加しました

• 人の役に立てる（３件）：誰かの役にたてると思ったため。実際，ありがとうと言われてとて

も嬉しかったです / 相手の手助けができて，自分の理解度も深まると思ったから / 自分が困って

いたら，助けて欲しいと思うだろうと想像して，困っている人に共感したから

• 相談仲間を作る（２件）：自分もわからないことがあったら聞けるし一人でできる自信がなかっ

たから / 今のご時世オンラインで学校に行く機会が少ないためバディ制度を通して交友関係も深

められたら良いと思ったからです

• 教員からの勧め / その他（２件）：特に困っていることもないし，やってみようかなという興

味本位です

【支援を受けた人】

• ネガティブな感情や意識に対する対処法（６件）：授業についていける自信がなかったから

/ 授業への進捗に自信がなかったため / 授業の内容についていけてないと感じたから / 自分 1 人

で課題を達成することが難しいと考えたから / パソコン操作について自分 1 人では難しい所があ

るためバディが欲しかったから / パソコンが苦手だから

• 相談仲間を作る（５件）：Word や Excel の授業でグラフの作り方や書式設定など，分からな

いことがまだ多いので自分で考えながら分からないところをバディに教えてもらいたいと思い，

参加しました / わからないところを教えてもらうため / 授業内で分からないことがあった時，相

談したり質問したりし合える人を欲しいと思ったからです / 相談する相手が多い方が良いかなと

思ったので参加しました / 一人でやるより聞ける相手がいると心強いと思ったから

• 自己能力開発（２件）：自分の能力向上のため。またコミュニケーションを培うため / 向上心

を上げたくて，評価が良い人に教わりたかったから

• 教員からの勧め（２件）

２　Ｑ２_参加への満足度

最も高い満足度を 5 とした場合，４以上と回答した人は，支援した人は 56.3%，支援を受

けた人は 66.7% でその差は１人である。しかし５を選択肢した人のみ比較してみると，支援

を受けた人は支援した人より 2 倍満足した人が多かった。
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３　Ｑ３_活動頻度

全体の 41.9%（13 人）は月１回あるいはほとんど活動がなかったと回答した一方で，

54.8%（17 人）が月２～４回程度，3.2%（1 人）がそれ以上と回答しており，活動頻度は一

定のペースで行ったグループとそうでないグループへ２極化した。

 

４　Ｑ４_自分から相手へ声かけの頻度

全体の 51.7%（16 人）は月１回あるいはほとんど行わなかったと回答した一方で，月２～

４回が 38.7%（12 人），週２回以上が 9.7%（３人）と回答しており，声かけの頻度も２極化した。

５　Ｑ５＆Ｑ６_相手とコミュニケーションをとる方法とその程度 

学生間でコミュニケーションをとる方法は，teams を使用したチャット，電話，対面の３

種あったが，どの方法をどの程度行ったのかを集計した。なお学生の主観を質問したため，

必ずしもペアと一致しない。その結果，71.0%（22人）の学生はチャットのみ，6.5%（２人）は

連絡を取らなかったと回答した。それ以外の22.6%（７人）の回答結果は次のとおりであった。

２つのドーナツグラフのうち，内側は支援をした

人，外側は支援を受けた人の回答（５＝すごく良

かった，３＝多少良かった，１＝全然良くなかった）



103

経営学部１年生必修科目「情報処理入門」におけるピアサポートの試みと効果検証

経営論集　第 11 号（2022）

バディ制度は５月下旬から６月中旬にかけて構築したが，その後６月下旬から７月上旬に

開講された３回の授業は，東京都の緊急事態宣言が解除されたことに伴い通学が許可された

期間であった。上記の表からわかることは，回答者４から７の４名は，通学が許可されてか

ら大学で対面を行っていたということである。

６　Ｑ１４_活動がきっかけで，他の学生とのつながりは，どの程度広がりましたか？

学生同士が個人的につながりともに学び合うことにより，さらに仲間の輪が広がっていく

のではないかという仮説のもと，本質問項目を設定した。結果は，残念ながら期待するよう

な広がりは見られなかった。

７　Ｑ１５&Ｑ１６_活動を継続する上で，どのようなことが負担でしたか？またその負担

はどの程度でしたか？（すごく負担だった＝５，多少負担だった＝３，全然負担ではなかった＝１）

２つのドーナツグラフのうち，内側は支援をした

人，外側は支援を受けた人の回答（５＝すごく広

がった，３＝多少広がった，１＝全然広がらなかっ

た）
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８　Ｑ１８＆Ｑ１９_途中で，ペアを解消したいと考えたことはありましたか？またそれは

どんな時でしたか？

３１人中１人（支援した人）のみが「はい」と回答し，その理由は次の通りであった。「相

手からは 1 回も連絡が来ませんでした。相手から連絡が来れば対応をしたのですが，必要と

したのにも関わらず連絡をくれなかったのは少し悲しくなりました。」

９　Ｑ２０＆Ｑ２１_機会があればまたこのような制度・活動に参加したいですか？またな

ぜそのように思いましたか？

両者合わせると，90.3%（18 人）が「また参加したい」と回答した。挙げられた理由の共

通点は「安心」と「楽しい」であった。
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【はいと回答した支援した人の理由】

バディ制度に参加した理由とまた参加したいと考える理由は同じであったが，経験を終え

たあとでは「安心」と「楽しい」という視点が加わった。

自己能力開発（５件）：より学びを深めたいから / 自分の知識も増えるから / やってみて自分も

成長できたなと思ったから / 自分自身の復習の良い経験となった / 今回，自分から声をかけることが

迷惑かもしれないと思い，声をかけることに戸惑ってしまって思うように活動ができなかった。また，

バディとは違う学生に Excel や Word のやり方を聞かれて答えたりしていた時に，バディの子にもこ

ういう風に教えてあげられたら良かったなと思ったため，機会があればもう一度やりたいと思った

人の役に立てる＆その他メリット（４件）：やはり誰かの役に立てるのが嬉しいからです。私

も相手から教わることもありまた友達も増えますし，コミュニケーションが出来てとても楽しいです /

自分の知識を深めることもできたし，そんなに負担に感じなかったため困っている人を助けられるな

らやりたい / バディから SOS が来たら自分ができる限り支えていきたいから / 困っている時の不安な

気持ちがわかるから

挑戦 / 経験を積める（４件）：今までにない体験だったので，自分自身も新たな発見をみつけ学

ぶことが出来たから / 良い経験になったから / 自分のためにもなると思うから / 自分も相手も成長が

できる良い関係であると思ったから

安心（１件）：確認できる相手がいた方が安心するし，コロナで学校にいけない中コミュニケーショ

ンをとることができるから

楽しい（１件）：意外と楽しかったから

【はいと回答した支援を受けた人の理由】

支援を受けた人の理由は，参加目的と大きく異なった点が特徴的である。

質問のしやすさ（５件）：バディという形だと，やはり授業のことなどを聞きやすく気が楽だっ

たからです / わからないことがあったら聞けるから / わからないところを気軽に聞けるから / とても

聞きやすくて分かりやすかったから / とても話しやすくていい子だったから

安心・助かる（４件）：わからない時に聞いていい安心感があったから / 教えくれる人がいると安

心感があるから / とても助かったから / 助けて頂けることが多かったから

相手からの良い対応や刺激（２件）：刺激を受けることが出来るから / バディの方がすごく優し

く教えてくれたから

楽しい＆その他（２件）：相手に恵まれただけかも知れないけれど，楽しかった / とても良かっ

たから

【いいえと回答した理由】（３件）

まだまだ自分の力量は不足していて，自分自身が教えるに値しない苦手な分野もあった。そのため，

この活動をしていて私も教えてくれるバディが欲しいと思う時が多かったから / バディをとくに活用



経営学部１年生必修科目「情報処理入門」におけるピアサポートの試みと効果検証

106 経営論集　第 11 号（2022）

しなかったから / 友達に聞いたら問題解決出来るため

１０　Ｑ２２_バディ制度をより良くするために，どのような工夫がこの制度には必要か，

教えて下さい。

両者に共通している点は「活動を促すための仕組み」「対面等の必要性」「現状維持」の３

点であった。

【支援を行った人】

　□　活動を促すための仕組み（３件）授業後などの決められた時間に，分からなかったことがあ

るかどうかを話すなどのルーティンを作っても良いのではないかと思いました / 課題などが出

たときは，必ずお互い確認しましょうとかにしたらもう少しお互い声かけやすいのかなと思い

ました / バディと話し合う機会を作った方がより聞きやすくなると思った

　□　対面等の必要性（２件）対面で，一回会う機会を設けた方がいいと思いました / 私たちは今

回ビデオ通話をしていないので相手の顔を見る機会はしっかり作るべきなのかなと思います

　□　相手との関係（４件）他のチームはよく分かりませんが，私はパートナーと相性が良い方

でとても楽しかったです。もしも，他のチームはあまり相性が良くなかった場合，授業 4

回目辺りでアンケートを 1 回挟むといいと思います。それで相性が悪いところがあればバ

ディを替えたりするといいと思います / 贅沢だとは思うけれど，相手がどれだけバディ制

度を受け入れていて，どれだけ一緒に学びたいと思っているかを可視化できたら良かった

なと思った / バディを必要とするなら何が分からないのかという質問をバディから連絡を

頂けると嬉しいなと思いました / バディの教える側にも教えられる範囲に限りがある。学

生のためまだまだ勉強不足の部分もあるだろう。お互いが頼りあい，考え教えあえるよう

な関係性になるのが望ましいと考える

　□　バディ間の情報共有（１件）ある程度安定しているので，特に変更点は必要ないと思う。強

いてあげるとするなら，バディが聞かれた質問をバディ同士で共用すればバディ同士でも教え

あえると思う。バディでもわからない事でも，他のバディならわかるかもしれないから

　□　その他（３件）出来るだけ双方の端末を揃えた方がいいと思う / エクセルとワードでは得意不

得意が違うため改めて組むなどがあってもいいと思います / 私自身がもっとフレンドリーに話

しかけるべきだったと思う

　□　現状維持（２件）このままでいいと思います / 今のままでもより良い学びが出来ると思いま

す

【支援を受けた人】

　□　対面等の必要性（５件）オンライン授業でバディをつけても，相手のこともあまり知らない

状況なので相談しづらい。対面授業なら大丈夫だと思う / 直接会うことが必要だと思う / オン
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ラインだと連絡が取りづらいと思った / 少しでも多く対面で話す機会が多ければやりやすいと

思う / 相手とかコミュニケーションがチャットだけなので話しにくい人もいるのかな？と思い

ました

　□　活動を促すための仕組み（１件）一週間に一回コンタクトを取るというきまりを作る

　□　その他（２件）同性同士の方がコミュニケーションをとりやすいと思う / 教えやすいように先

生からも，バディの優秀な方にもっと詳しく教える

　□　現状維持（３件）今のままで充分 / よい / これ以上なにもしない方が逆に良いのではないか

と思う

１１　Ｑ２３_最後に伝えたいことがあれば自由にご記入下さい。

【支援を行った人】

　□　バディ制度いいと思いました。

　□　本当に楽しかったです。私を選んでいただき本当にありがとうございます！

　□　このような機会は中々ないので機会をくださってありがとうございました。自分自身勘違いし

ていたことを赤池先生やバディの方に教えて貰ったりしたので，すごく助かりました。

　□　もっと，気軽に声をかけることができればよかった。

　□　とても楽しい経験となりました。ありがとうございます。

　□　長い間でしたがお疲れ様でした。自分自身勉強になるところが多かったです。質問された問い

に対してどのように解答するのが正しいのか，文脈におかしいところはないか，わかりやすい

かどうかなど何度も確認しながら人に教えるのは率直に言うと難しかったです。しかし，自分

の力の自信にも繋がりました。教えることで自分に足りない部分にも気づけ，新たな課題にも

なりました。今後は，人に教えることができるほど勉強していきたいです。

【支援を受けた人】

　□　xx さんは，返信が早くとても良かったです。ありがとうございました。

　□　また機会があれば，やっていただきたいです。

Ⅳ　考察

本バディ制度を構築した最大の目的は，入学したばかりの学生同士が個人的につながる機

会を提供し，ともに学び合う仲間の存在を自宅学習でも感じられる環境を創造することで

あったが，授業内でピアサポート制度を構築した場合，どのような教育的効果を生むのかを

確認することを本研究の目的とした。分析結果から，以下４つの視点について考察する。
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１．学生間のコミュニケーションを促すためのルーティン化した仕組みの必要性

Ｑ３からＱ５は，活動の頻度や方法について質問した。その結果明らかとなったことは，

Ｑ１の参加理由で「教員からの勧め」を選択した４名以外は，自発的に目的を持って参加し

た学生だったにも関わらず，自発的な行動ができなかった学生が全体の４～５割程度いた点

であった。またＱ 15 活動における負担では「自分のペースでチャット返信するため返信が

遅くなってしまう」という意見が出され，Ｑ 22 制度の改善点では「授業後などお互いが話

す機会をルーティン化する」「週１回コンタクトを取るという決まりを作る」という案が出

された。入学して間もなくして東京都に緊急事態宣言が発令されたことに伴い，自宅からの

授業参加を余儀なくされた環境下において，面識のない同期の学生へ声をかけるという行為

に心理的障壁が高かった恐れがある。よって双方が活動しやすい仕組みとして，特定の曜日

と時間に会話をするといったルーティンを制度の中に設計することの必要性が指摘できる。

２．支援する立場にある学生たちの情報共有・相談の場の設定

Ｑ 15 活動における負担では「教えられるくらいの理解をしなければならないこと」「教え

たことが本当に正しいのか不安になった」という意見が出され，Ｑ 20 また参加したいかで

は「自分の力量不足のため，自分自身にもバディが欲しいと思うことが多かった」という意

見が聞かれた。またＱ 22 制度の改善点では「バディが聞かれた質問を，バディ同士で共有

すればバディ同士で教え合えると思う」という案が出された。つまり，支援する人自身にも

支援の方法に関して学び合う場が必要であることが指摘できる。

３．ペア相互の学習と人間関係に関する適度なモニタリング /介入の必要性

Q3 活動頻度では「ほとんどしなかった」学生が全体の 22.6％，Ｑ 4 相手への声かけの頻

度では 32.3％おり，ペアリングしても互いの関係を築くためには外部からの刺激が必要であ

ることが示唆された。またＱ 18 ペアを解消したいと考えたでは「ペアを組んだけれども相

手から連絡がなく悲しい気持ちになった」という意見が聞かれ，Ｑ 22 制度の改善点では「相

手との関係性構築」について複数の提案が確認できた。以上のことから，実施期間を通じ順

調に相互学習が進行しているかどうかモニタリングする，あるいは声かけなどの介入が必要

であることが指摘できる。

４．対面の必要性あるいは代替手段の提供

Ｑ 22 制度の改善点において「相手の顔を見て話しをする機会の創出」が，両者ともに希

望する共通点であった。１つ目の考察で触れたが，面識のない学生へ声をかけることに心理

的障壁を感じることは理解できる一方，コロナ禍においては，対面で活動することに制約を

伴う。そのため，例えば全参加者のビデオカメラをオンにした小規模なオリエンテーション

を，小グループ毎に実施するといった解決策を検討する必要がある。
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Ⅳ　結語

本研究は１つの授業内で１学期のみ実施した試みであったが，アンケートに回答した 31

名のうち 9 割の学生が「また参加したい」と回答し，ピアサポーター制度には高いニーズが

あることが明らかとなった。また本研究以外で最終授業後に実施したアンケートにおいても

「ペアを一部の希望する学生ではなく，全員に組んで欲しい」や「授業開始直後からグルー

プ学習をしたい」という意見も聞かれた（いずれもバディ制度に参加した２名の学生による

回答）。また Q 23 の自由記述などアンケート分析結果から明らかになったことは，参加し

た学生の満足度は高く，考えることで学び気づきを得るという学生自らの内省を経て，再び

自らの学修がモチベートされるという好循環が起きていたことがわかる。よって本取り組み

は，目的とした仲間とのつながり構築だけでなく，東京成徳大学経営学部カリキュラムポリ

シーにある「学生の能動的な学修を促す」ことにも寄与したことが示唆された。

しかしながら，前述した４つの視点を考慮した取り組みを一人の教員が実施するには限界

がある。よって大学内の部署 / 部門が主体となり，学生が楽しみ安心して学びを深められる

場を，年間を通じて提供する組織的取り組みが望まれる。あるいは栗尾ら（2020）が示すよ

うに，授業科目として開講する方法もある。経営学における「大学教育の分野別質保証のた

めの教育課程編成上の参照基準」には，経営学の学びを通じて獲得すべき基本的能力の一

例として，組織メンバーの動機付けが挙げられている（日本学術会議・大学教育の分野別

質保証推進委員会・経営学分野の参照基準検討分科会 , 2012）。将来学生が経営管理職やマ

ネジャー職に就いた場合，組織メンバーの人的資源管理が求められる。本取り組みは，ペア

との関わりを通して学修のみならず人間関係構築に関しても実践的な経験を積める場でもあ

る。以上のことから，本研究によって明らかとなった，学生からのニーズが高いピアサポー

ター制度の組織的確立を，最後に提案としたい。
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Appendix Ａ　質問項目
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Appendix Ｂ　質問紙調査分析結果

Ｑ７＿活動は楽しかったですか？

Ｑ８＿活動中はポジティブな感情をどの程度感じましたか？

 

Ｑ９＿活動中の雰囲気は良かったですか？

 

Ｑ１０＿活動は，知識習得の手助けになりましたか？

２つのドーナツグラフのうち，内側は支援をした

人，外側は支援を受けた人の回答（５＝すごく楽

しかった，３＝多少楽しかった，１＝全然楽しく

なかった）

２つのドーナツグラフのうち，内側は支援をした

人，外側は支援を受けた人の回答（５＝すごくなっ

た，３＝多少なった，１＝全然ならなかった）



113

経営学部１年生必修科目「情報処理入門」におけるピアサポートの試みと効果検証

経営論集　第 11 号（2022）

Ｑ１１＿活動は，探索的・理論的思考の手助けになりましたか？ 

Ｑ１２－１_教えることにより学べた実感はどの程度ありますか？

 

Ｑ１２－２＿バディの説明は，分かりやすかったですか？

 

Ｑ１３_活動がきっかけで，授業に対する学習意欲はどの程度向上しましたか？

２つのドーナツグラフのうち，内側は支援をした

人，外側は支援を受けた人の回答（５＝すごく向

上した，３＝多少向上した，１＝全然向上しなかっ

た）

２つのドーナツグラフのうち，内側は支援をした

人，外側は支援を受けた人の回答（５＝すごくなっ

た，３＝多少なった，１＝全然ならなかった）
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Ｑ１７_支援者は何に困っているのか，把握するまでどの程度時間がかかりましたか？




