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１　課題の設定
　社会の急激な変化を背景に、大学教育は今、劇的な改革が進

められている。その特徴の一つに、教員が一方的に何かを教え

るのではなく、学生が、何を学び成長を遂げるかといった「学

生の学びと成長（student learning and development）」に力点

が置かれていることが挙げられる（溝上2012、2014）。

　こういった教育改革の背景には、1990年代以降、欧米を始め

とする諸外国で繰り返しなされてきた、「知識の獲得はもちろ

んのこと、得た知識を活用する能力の育成が重要である」とい

う議論がある。前述の能力は、経済協力開発機構（OECD）で

は「キー・コンピテンシー」（主要な資質・能力等）、北米では

「21世紀スキル」、イギリスでは「キースキル」、オーストラリ

アでは「汎用的能力」と呼ばれている。各国では、これらを基

盤とした教育政策が立案・実施され、今日に至っている。また、

日本においても、内閣府の「人間力」をはじめ、厚生労働省の

「就職基礎能力」、経済産業省の「社会人基礎力」、文部科学省の

「学士力」等が次々と打ち出され、知識を活用する能力の育成が

目指されてきている。以上の背景から、今大学教育は、これまで
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の知識の習得のみならず「ジェネリック・スキル（generic 

skills）」「コンピテンシー（competency）」「21世紀型能力」など

と呼ばれる、知識を活用する能力の育成が求められているので

ある。

　上記の能力の育成を目指した実践の一つに、各大学で実施さ

れている、学生主体による講座やイベントの企画・立案等があ

る。これらの能力の育成は、全国各地の大学で「サービス・ラー

ニング」に位置付けられ、実施されているケースが多い。しか

し、多様な試みがなされているのにもかかわらず、彼らの育ち

を数値化し、評価しようとする研究や、大学時代に育成された

能力を、卒業後に再び評価しようとする研究は少ない。実践の

効果検証が不十分であることが課題となっている。

　つまりサービス・ラーニングは、「教育活動の一環として、

一定の期間、地域のニーズ等を踏まえた社会奉仕活動を体験す

ることによって、これまで知識として学んできたことを実際の

サービス体験に活かし、また実際のサービス体験から自分の学

問取組みや進路について新たな視野を得る教育プログラム」で

ある。導入の成果として、「①専門教育を通して獲得した専門

的な知識・技能の現実社会で実際に活用できる知識・技能への

変化、②将来の職業について考える機会の付与、③自らの社会

的役割を意識することによる、市民として必要な資質・能力の

向上」などが挙げられる（中央教育審議会2012）。

　ところで、サービス・ラーニングのルーツは、1950年代～60

年代に起きた、アメリカの市民権運動や学生運動に求めること

ができる。1990年代の「国家及びコミュニティ・サービス法

（National and Community Service Act）の制定や、「キャンパ

ス・コンパクト（Campus Compact）」という連合体設立以来、

アメリカの多くの学校でサービス・ラーニングが導入されてき

た（山田2008、内海・中村2014）。日本においても、1999年に

国際基督教大学が導入して以来、全国各地の大学で実施されて

いる。

　日本におけるサービス・ラーニングは、既に実施されていた

大学独自の取り組みを、政府が大学教育改革の一環として、注

目・支援してきたという経緯がある。中央教育審議会（2002）

では、「18歳以降の個人が行う奉仕活動の奨励・支援」の例と

して、サービス・ラーニングが挙げられている。「単位は与え

ないが、サービス・ラーニングプログラムの一環として位置付

けられるもの」として、「（１）大学が公的に行う諸外国におけ

るワークキャンプ、（２）学生のクラブ活動として行っている

ユネスコクラブのスタディツアー、ワークキャンプ、点訳サー

クルの活動 等」とされている。しかし、この答申におけるサー

ビス・ラーニングは、ボランティア活動と酷似しており、両者

の間に明確な違いを説明することは困難である。10年後に発表

された、中央教育審議会（2012）では、「社会の仕組みが大き

く変容し、これまでの価値観が根本的に見直されつつある」こ

とから、「このような時代に生き、社会に貢献していくためには、

想定外の事態に遭遇したときに、そこに存在する問題を発見し、

それを解決させるための道筋を見定める能力が求められる」と

されている。これらの能力を獲得するための手法として、アク

ティブラーニングが示され、その一例として「インターンシッ

プやサービス・ラーニング、留学体験といった教室外学修プロ

グラム等の提供が必要」とされている。また同様の答申の中で、

地域社会・企業等と大学の連携という文脈で、「サービス・ラー

ニング、インターンシップ、社会体験活動や留学経験等は、学

生の学習への動機付けを強め、成熟社会における社会的自立や

職業生活に必要な能力の育成に大きな効果を持つ」と、サービ

ス・ラーニングの必要性・教育効果が示されている。

２　研究の方法と手順、分析対象イベントの背景
2.1　研究方法と手順

　第１に、日本におけるサービス・ラーニングをめぐる議論（特

にイベント企画を通じた学生の成長と課題）について、先行研

究をもとにその実態を明らかにする。

　第２に、「かえっこバザール2019」に関与した学生が実施後

に記した、振り返りレポートのテキストマイニング（計量テキ

スト分析）を実施する。

　第３に、テキストマイニングの結果をもとに、学生がイベン

トの企画を通じ、どのような成長を遂げ、どのような課題が残っ

たかについて考察を行う。

　以上から得られた知見をもとに、導入教育段階（大学１年生）

での学生参画型イベント企画の教育効果と課題について検討し、

教育段階別プログラム構築に向けた手がかりを得たい。

2.2　分析対象イベントの背景 ―イベント企画の概要―

　本稿で分析するイベントは、Ａ大学Ｂ研究所主催「かえっこ

バザール2019」という、地域貢献型イベントである。「かえっこ

バザール2019」は、児童学科児童文化コースの授業「子どもの

ための地域活動」受講生の１年生が中心となって、企画・立案・

実施してきた。当該イベントは、地域貢献型イベントとして実施

したが、大学生が企画から参画し、社会に出てから必要な企画

力・実践力を育むことも目的の一つとしている。また、特徴の１

つに、関与する大学生は授業の一環で集まり、自分たちで一か

らイベントを企画・立案・実施した経験の少ない学生が、多く

含まれていることが挙げられる。過去、本学の児童学部大成ゼ

ミ（主な研究テーマは美術教育）の３年生がゼミの活動として、

2010年～2012年の過去３回実施してきたが、導入教育段階にあ

る本学の１年生が中心となって実施したのは初めてである。

　このように、本学において過去４回実施されているイベント

であるが、本学独自に考案したものではない。「かえっこ」は、

藤浩志氏（秋田公立美術大学教授）によって発案された、子ど
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も同士で遊ばなくなったおもちゃ等を交換するための活動であ

る。この活動では、遊ばなくなったおもちゃを持ち込むことで、

『かえるポイント』と呼ばれる擬似通貨と交換することができ

る。その『かえるポイント』を使用し、他の子どもの持ち込ん

だおもちゃを「購入」することで、いらなくなったおもちゃの

交換ができる仕組みとなっている。活動への参加資格は、「子

どもであること」である。『かえるポイント』の有効期限は、「子

どもの心を失ったときまで」となっている。『かえるポイント』

は世界共通の通貨であり、かえっこバザールで手に入れたポイ

ントは、他のかえっこバザールでも使用できることも、特徴の

一つとして挙げられる。 かえっこバザールでは、ワークショッ

プコーナーが開かれる場合もあり、おもちゃを持ち込まなかっ

た子どもがその場で、スタッフとして働くこと、何らかの体験

活動や、遊びをすることで『かえるポイント』を得ておもちゃ

を「購入」することができる。

　表１は、「子どものための地域活動」授業回数別教育内容、

身に付く資質・能力である。当該授業のシラバスより抜粋した。

第１回～６回は、子どもを取り巻く環境を知ることをメイン

テーマとし、座学を中心とした授業を展開した。そして第７回

～15回は、ワークショップやグループワークの手法を用いた、

課題解決型学習を実施した。なお、網掛け部分（第７回～15回）

が、筆者が授業を担当した部分である。

３　サービス・ラーニングに関する先行研究
　筆者はこれまで大学生有志とともに、地域社会とコラボレー

ションし、様々な子ども対象イベント企画・立案を行ってきた。

そして、その効果を５件法、テキストマイニング等の手法を活

用し、検証してきた。まず、ともに活動した学生達と考案した

「イベントを成功させるために必要な能力に関する調査票（５

件法）」を用い、学生の成長を定量的に評価する研究を実施し

てきた（有川・長江2017、有川・池田・長江2018）。調査の結果、

企画・立案のプロセスを経て、「チャレンジする力」「ストレス

コントロール能力」が伸びたことが明らかになった。一方で、「自

分の意見を簡潔に説明する力」は落ちていた。卒業後は、「積

極的に挑戦する力」や「相手に配慮する力」といった基礎的能

力は維持される傾向にあったが、「人に相談する力」や「人に

頼る力」といった課題解決能力、自己発信能力は低下している

傾向があった。

　続く、有川（2019）では、これまでの５件法による定量的評

価に加え、テキストマイニングを活用した定性的評価を試みた。

その結果、学生たちは「外部の人」や、「学生同士」の関わり

の中で、成長していることを読み取ることができた。「外部の人」

との関わりの中からは、①メールの仕方、②打ち合わせの手法、

③情報共有の重要性等のスキルを学んでいた。一方「学生同士」

の関わりからは、①人が理解できるよう指示を出すこと、②正

確に説明をするために必要な能力等のスキルを学んでいた。学

生たちは、イベントの企画・立案・実施を通して、社会に出て

から必要な、多様な背景や価値観を持った人々と協働し、プロ

ジェクトを進行していく力を学んでいた。以上の研究結果から、

イベントを一から企画・立案・実施していくことは、学生にとっ

て有用な経験であることが示されている。

　しかしながら、これらの研究は、大学生有志によって行われ

たイベントの分析であり、そこには多様な学年の大学生が含ま

れていた。当然のことながら、学年によって教育ニーズや、適

した教育方法は異なっているはずである。そこで本稿では、導

入養育段階（大学１年生）における、学生参画型イベント企画

表１　�「子どものための地域活動」授業回数別教育内容、身に
付く資質・能力

授業回数別教育内容 身につく資質・能力
１回 授業の概要を知ろう

授業ガイダンス、オリエンテーション
授業目的理解ができ
る。

２回 地域文化とは何かを考える
地域文化とはどんなことか？

地域文化を理解する
ことができる。

３回 少子高齢社会における生涯学習の必要
性とは？
子どもにとっての地域文化の大切さと課
題を考えよう。

少子高齢社会を理解
できる。

４回 子どもにとっての身近な地域文化とは何
か？
身近な地域文化とはどんなことか？

松戸の地域文化理解
できる。

５回 子どもに追っての地域食文化を知ろう
地域の食文化を学ぼう、事例研究その
２

地域の食文化理解が
できる。

６回 聖徳大学オープンアカデミーの生涯学
習プログラムを学ぼう
SOAの生涯学習プログラムの試みを学
ぶ

大学の生涯学習シス
テムを学ぶとともに、
子どものプログラム
を特に理解ができる。

７回 子どもをめぐる地域課題 ①
A　問題点の分析：教材内容から、問題
点の整理をする

課題発見力

８回 子どもをめぐる地域課題 ②
B　課題解決学習：解決策の議論・発表

課題解決力

９回 子どもを対象としたプログラムの立案・
準備 ①
A　実施内容の考案と決定

企画力

10回 子どもを対象としたプログラムの立案・
準備 ②
B　タイムスケジュールの決定と役割分
担

企画力

11回 子どもを対象としたプログラムの立案・
準備 ③
C　物品の準備と製作

企画力

12回 子どもを対象としたプログラムの立案・
準備 ④
D　物品の準備と製作

企画力

13回 子どもを対象としたプログラムの立案・
準備 ⑤
E　物品の準備と製作、最終確認

企画力

14回 立案したプログラムの実践
企画した子どもを対象としたプログラム
を実践する。

実践力

15回 実施したプログラムの振り返りと評価・
改善
実践の振り返り・評価をし、それらをも
とに改善策を議論する。

評価・改善力

注１：シラバスより、該当部分を抜粋した。
注２：網掛け部分（７回～15回）が、筆者が授業を担当した部分である。
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の教育効果と課題について検討したい。具体的には、「かえっ

こバザール2019」に企画から参画した、児童学科児童文化コー

スの１年生が実施後に記した振り返りレポートの、テキストマイ

ニング分析を実施する。この分析を通じて、学生がイベントの

企画を通じ、どのような成長を遂げたかを明らかにしたい。以

上から得られた知見をもとに、導入教育段階（大学１年生）で

の学生参画型イベント企画の教育効果と課題について検討した

い。

４　学生の振り返りシートに関する分析
4.1　本研究で用いる分析手法

　本稿では、学生の振り返りレポートの分析に際し、樋口（2015）

を参考に、KH Coder（製品バージョン 2.0.0.0）ｉをダウンロー

ドし使用している。樋口（2015）によれば、コンピューターを

用いたテキスト型データの計量分析は、（a）Dictionary-based

アプローチ、（b）Correlationalアプローチの２種類がある。（a）

は「分析者が作成した基準（コーディングルール）したがって

言葉や文書を分類するためにコンピューターを用いるアプロー

チ」である。一方（b）は「同じ文書によく一緒に現れる言葉

のグループや、あるいは、共通する言葉を多く含む文書のグルー

プを、多変量解析によって自動的に発見・分類するためにコン

ピューターを用いるアプローチ」である。本稿では、（b）

Correlationalアプローチを採用し、分析を行った。

　本研究において、KH Coder（製品バージョン 2.0.0.0）を活

用し、テキストマイニング分析を行った理由は、以下の２点で

ある。１点目は、大量の文字データの分類・分析があまり時間

をかけずに行えるという点である。２点目は、手作業に比べ、

作業者の主観に左右されずに分析を行うことができるという点

である。これらの理由から、KH Coder（製品バージョン 2.0.0.0）

を活用し、テキストマイニング分析を実施した。

4.2　データの処理

　イベントを７回分の授業で企画し、実際に当日の運営を経験

した上で、振り返りを実施した。イベント実施日は、2019年12

月８日、振り返りの実施日は、2019年12月10日であった。筆者

は最終授業で、振り返りレポートの記入・提出を学生に指示し

た。回収できたレポート数は、19本（参画学生19名、回収率

100％）であった。振り返りレポートは、以下の２点を盛り込

んだ内容とすることを条件とした。

　１．イベント企画に参画してみての感想

　２．このイベントに対する具体的な改善策

　本稿では、学生が提出した振り返りレポートから、自動的に

語を取り出し、頻出語リストや共起ネットワークを作成した。

分析のキーワードは、KWICコンコーダンスコマンドⅱを活用

し、当該語の文脈を探ることとした。このことにより、学生が

イベントの企画を通じ、何に悩み、どんな成長を遂げたかを探っ

ている。

　なお、本研究は倫理的配慮から、学生には事前に書面にて研

究の趣旨、結果の公表を行うことを説明した。さらに①個人名

等は記号に置き換えて処理し、記入者が特定されないように厳

守すること、②得られた情報は研究者が責任を持って管理する

ことを説明し、同意を得た上で実施している。また、本研究は、

聖徳大学倫理委員会の承認を得ていることを付記しておく（承

認番号2019U045）。

4.3　全振り返りシートのテキストマイニング

　自由記述の全レポートから得られたデータをKH Coderを用

いて前処理を実行し、文章の単純集計を行ったところ、333の

段落、927の文を確認することができた。分析対象ファイルに

含まれる全ての語の延べ数（総抽出語数）は29,121、何種類の

語が含まれているかを示す数（異なり語数）は1,921であった。

そのうち、助詞・助動詞など、どの文章にも登場する語を除外

表２　全レポートの頻出語リストと出現頻度（上位100語）

抽出語 出現
回数 抽出語 出現

回数 抽出語 出現
回数

思う 313 作る 38 話し合う 23
人 189 場所 38 オークション 22
子ども 130 情報 38 実際 22
企画 124 グループ 37 説明 22
バザール 119 事前 37 行く 21
考える 119 出来る 36 出す 21
自分 118 足りる 35 終わる 20
仕事 106 他 35 前 20
当日 103 持つ 34 問題 20
準備 100 出る 34 役割 20
今回 93 目 34 理解 20
感じる 91 活動 32 連携 20
行う 86 経験 32 会場 19
時間 84 全体 32 機会 19
改善 83 たくさん 31 上手い 19
必要 74 決める 31 ブース 18
ワークショップ 63 分かる 30 学ぶ 18
良い 57 ポイント 29 見る 18
担当 54 少ない 29 始まる 18
意見 53 把握 29 不足 18
多い 53 楽しい 28 それぞれ 17
確認 51 参加 28 ほか 17
査定 48 少し 28 活かす 17
共有 47 メンバー 27 使う 17
来る 46 リーダー 27 子 17
全員 45 行動 27 積極 17
反省 45 対応 25 大変 17
内容 44 言う 24 用意 17
クラス 41 大きい 24 もう少し 16
大切 41 受付 23 気 16
話し合い 41 人数 23 授業 16
聞く 39 段階 23 進める 16
休憩 38 知る 23

注： 「かえっこバザール2019」に企画から参画した学生が書いたレポートを、KH 
Coderを用いて単純集計を実施した。
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した結果、分析に使用される語は10,739（異なり語数1,549）で

あった。

　これらの語のうち、頻出語上位100語までのリストと出現頻

度をまとめたのが表２である。

　繰り返しになるが、かえっこバザール2019は、地域貢献型イ

ベントとして実施したが、大学生が企画から参画し、社会に出

てから必要な企画力・実践力を育むことも目的の１つとしてい

た。また、特徴の１つに、関与する大学生は授業の一環で集ま

り、自分たちで一からイベントを、企画・立案・実施した経験

の少ない学生が、多く含まれていたことが挙げられる。したがっ

て、イベントの特性上「準備」「仕事」「意見」「企画」「経験」

といった語が多く使われていた。また、イベント企画では、自

発的に物事を考え、企画を進行しなければならない。そのため、

「考える」という語も多く使用されていた。「思う」という語の

使用頻度が高いのは、活動を振り返り自分の意見を述べるレ

ポートという性質上、当該語が文末に多用されたためである。

以下、KWICコンコーダンスを活用し、学生たちのレポートか

ら、参加者である「子ども」、企画立案の当事者（学生）であ

る「自分」というキーワードに関わるいくつかの文を抜粋する。

（下線部は筆者が加筆した）

＜子どもに関する語＞

▶ 今回は、幼児から小学生まで幅広い年齢の子どもたちが参加

してくれました。他の授業で習った、発達段階に関する知識

を活用してみる機会になりました。

▶ 自分たちで準備したことを、子ども達が楽しんくれる姿は、

純粋に嬉しかったです。ただ、準備不足でせっかく参加して

くれた子どもたちを戸惑わせたりした時、すごく力不足を感

じました。

▶ 卒業後に保育者を目指しているので、様々な年代の子どもと

関われて嬉しかったです。

＜自分に関する語＞

▶ 私は、他の人の意見を実現させることに精一杯で、自分の意

見を言うことは、ほとんどありませんでした。これから、人

の意見も聞きながら、自分の意見もしっかり言える人になり

たいです。

▶ 誰かが意見を出してくれることに頼るのではなく、自分でも

工夫したいことや、必要なもののアイデアを出すことが大切

だと思いました。

▶ 全体を見渡して、自分がやれることを積極的に探し、忙しい

ところに協力しにいけたら良かったと思いました。

　以上から、「子ども」に関しては、力不足を感じながらも、

「楽しんでくれて嬉しい」という学生の純粋な想いと、「大学で

学んでいることを実践できた」という、自身の学びの深化の両

面が読み取れる。一方、企画立案の当事者（学生）である「自

分」に関しては、自らのスキルやコンピテンシーを内省しなが

ら、自己変革を目指しチャレンジする姿勢を読み取ることがで

きた。

4.4　共起ネットワーク図から見る

   　学生の悩み・喜びと獲得したスキル・能力

　次に、学生が書いたレポートを、KH Coderの共起ネットワー

クコマンドを用い、出現パターンが似通った語を結んだ図（図

１、図２）を作成した。なお、出現数による語の取捨選択最少

図１　共起ネットワーク（10語）
注：�かえっこバザール2019に参画した学生が書いたレポートを、KH�
Coderを用いて共起ネットワークを作成した。
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出現数を10に設定したものが図１、最小出現数を５に設定した

ものが図２である。描画する共起関係の絞り込みは、描画数60

に設定した。出現回数が多いほど、大きな円で描かれるように

設定し、円の色の濃淡は媒介中心性ⅲによって、色が濃い言葉

ほど中心性が高くなっていることを示している。

　図１、図２どちらにも共通していることは、「学生同士の人

間関係」や「準備・情報共有」に関する語のクラスターが多い

という点である。図１では中央上方と左下に、図２では右上に、

「学生同士の人間関係」や「準備・情報共有」に関するクラスター

が布置されている。ここから、初めて自分たちで一からイベン

トを企画するという経験を通して、他者に働きかけていること

が窺える。だから、学生同士が盛んにコミュニケーションをと

ろうとしていたと考えられる。また、その結果「手が空いたら

手伝う」「情報を共有する」「人任せにしない」「上手い役割分担」

等、準備・情報共有に関して、課題を感じていたことを解釈す

ることができる。

　以上のように、イベントに関する考察や認知において、「学

生同士の人間関係」や「準備・情報共有」が相当な割合を占め

ていたことを、この共起ネットワークが示している。以下、

KWICコンコーダンスを活用し、学生たちのレポートから、「学

生同士の人間関係」や「準備・情報共有」のキーワードに関わ

るいくつかの文を抜粋する。（下線部は筆者が加筆した）

＜学生同士の人間関係に関する語＞

▶ 「自分の手が空いたら、忙しそうな誰かを手伝う」という、

当然のことに気が付かされました。

▶ 全体を通じて、自分本位な行動が目立ったと思います。「当

日シフト通りに動かなければ、誰かに迷惑がかかる」という

ことをしっかりと周知しておくべきでした。自分の行動が、

他の人に迷惑をかけているということを、理解していない人

が多かったと思います。

▶ 「自分がやらなくても、誰かがやってくれるさ」と思ってい

る人が何人もいて、特定の人に仕事が集中してしまっている

ことが、すごく残念でした。　

＜準備・情報共有に関する語＞

▶ 様々なトラブルを通じ、企画メンバー全員が、情報共有の大

切さを痛感したと思います。

▶ 担当ごとの情報共有ができていなかったこともそうですが、個

人で自分の役割をきちんと理解している人が少なく、質問が

絶えませんでした。全ての情報を全員が知っている状態にし

ておけば、こういった状況にはならなかったのだと思います。

▶ 企画段階での情報収集が足りなかったと感じました。初めて

のかえっこバザールで、分からなかったことが多くありまし

た。過去に企画したことのある人の経験を聞くなどして、前

回までの反省を取り入れるべきだったと感じました。

4.5　全レポートに基づく対応分析結果から見る

   　学生の悩み・喜びと獲得した能力・スキル

　図３は、KH Coderの対応分析コマンドを使った、抽出語の

散布図である。対応分析では、対応パターンが似通った語が近

くに配置され、より特徴的な内容を含むものは、ゼロ地点から

遠くに配置されるコマンドである。そして、出現パターンに取

り立てて特徴のない語は、原点（０，０）の付近にプロットさ

れる。

　この散布図でも、第一象限に「学生同士の人間関係」や「準

図２　共起ネットワーク（5語）
注：�かえっこバザール2019に参画した学生が書いたレポートを、KH�
Coderを用いて共起ネットワークを作成した。
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備・情報共有」に関する語が配置されている。しかし「情報」「共

有」「連携」といった語は、ゼロ地点よりはるかに離れている。

ここからも、企画を進行するにあたり、学生同士の関わり・コ

ミュニケーションを意識していたこと、情報共有に関して、課

題を感じていたことを看取することができる。

　このイベントに関与した学生のほとんどは、このような、イ

ベントの企画・立案に関与するのは初めてであった。同世代の

大学生たちと同様に、普段から、同質集団で行動することに慣

れている。また、既に計画された活動に参加する経験は多くあっ

ても、一から何かを自分たちで企画・立案していくには慣れて

いないという特徴がある。散布図の結果からは、そういった状

況にある学生たちが、普段あまりない、一から何かを創り出す

という経験の中で、学びを深めていったことを、推察すること

ができる。学生のレポートには、こんな記述があった。

▶ 今まで、誰かがおぜん立てしてくれたものに参加し、やり遂

げた気になっていたのかもしれないと思いました。一連の活

動を通して、情報を共有する大切さ、一から何かを創ること

の困難さ、楽しさを学びました。そして何より、「私の担当

ではないので知らない」のではなく、個々人の協力体制や、

担当同士の連携が非常に重要だということを実感しました。

　「情報（0.4％）」「共有（0.5％）」「連携（0.2％）」（カッコは

頻出語リストに占める比率）という語の出現比率自体は、決し

て高いものではない。しかし、学生同士の人間関係の中から、

情報共有や連携することの重要性を学んでいった姿を、共起

ネットワークや対応分析から読み取ることができる。

５　まとめ
　本稿の目的は、学生がイベントの企画を通じ、どのような成

長を遂げたかを明らかにし、導入教育段階（大学１年生）での

学生参画型イベント企画の教育効果と課題について、検討する

ことであった。本稿では、「かえっこバザール2019」に企画か

ら参画した学生が実施後に記した、振り返りレポートを分析す

ることにより、学生の成長と課題を明らかにしようとした。具

体的な手法としては、KH Coderを活用し、振り返りレポート

のテキストマイニング分析を試みた。

　分析の結果、学生たちは「学生同士の人間関係」の中で成長

していっていたことが示された。学生のレポートにも記載が

あったように、「自分がやらなくても、誰かがやってくれる」

と思っている学生と、主体的にイベント企画に取り組んでいる

学生とでは、担った仕事量に大きな差が出ていた。「今まで、

誰かがおぜん立てしてくれたものに参加し、やり遂げた気に

なっていたのかもしれないと思いました」という学生の言葉に

もあるように、一から何かを創り上げた経験の乏しい、導入教

育段階にある学生にとっては、どこまで自分が主体的に参加す

べきなのか、参加しない場合どういった影響があるのかという

ことを、想像することが困難であったようである。しかし、「自

分の手が空いたら、忙しそうな誰かを手伝う」、「当日シフト通

りに動かなければ、誰かに迷惑がかかる」といった記述にもあ

るように、経験を通して、学びを得ていたことが示された。

　また「準備・情報共有」の重要性についても、同様に学んで

いた。事前準備、当日を通して、大小様々なトラブルに直面し、

事前の情報収集、情報共有、個人の役割の確実な認知の重要性

について、理解していったようである。周知のように、社会や

地域において、たった独りで遂行できる仕事はほとんどない。

したがって、多様な背景や価値観を持った人々と協働し、プロ

ジェクトを進行していく能力が求められる。そういった意味で、

イベントを一から企画・立案・実施していくことは、学生にとっ

て極めて有用な経験であったのではないだろうか。

　研究課題としては、以下の２点が挙げられる。１点目は、サ

ンプル数が19名と極めて少ない中での分析となってしまったこ

とである。次年度以降も、１年生を対象としたイベント企画を

予定している。したがって、今後数年分蓄積をし、再度分析を

試みたい。２点目は、ヒアリング調査のような、口頭・面談を

しての調査ではないため、レポート記述についての学生の意図

を、深く探求できなかった点が挙げられる。学生に対し、詳細

なヒアリングを実施することができれば、さらに深い考察をす

ることが可能であったと考える。今後、詳細なヒアリング調査

を実施し、考察を深めていきたい。

図３　全レポートに基づく対応分析結果
注１：�かえっこバザール2019に参画した学生が書いたレポー

トを、KH�Coderを用いて対応分析表を作成した。
注２：囲みは筆者が加筆した。
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以上２点を通し、「イベントの企画を通じた大学生の成長」に

ついて、さらに研究を発展させていきたい。
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ⅰ　KH Coderは、下記からダウンロードできる。（http://khc.sourcefor.

net/）
ⅱ　KWICコンコーダンスとは、分析対象ファイル内でその抽出語がどの

ような文脈で用いられているか、検索できる機能である。（樋口2015、
P143参照）

ⅲ　各語がネットワーク構造内で、どの程度中心的な役割を果たしている
かを示すもの。簡潔に示すと、その語がどれほど「ハブ」としての機
能を果たしているかを定量的に評価するものである。






