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研究背景・目的  
	 鹿児島大学共通教育科目『キャリアデザイン』

は、オムニバス形式の大人数講義である。当授業

では、学生自身の特性や志向性への気づきを促す

ことを目的とし、リアルタイムでクリッカーを用

いて質問を受け付け、講師が回答するフィードバ

ックセッションが行われている。  
	 本研究は、フィードバックセッションを通して

学生がどのような気づきを得たのかを検討する

ために、学生の質問と授業形式の関連について分

析を行う。  
研究対象・方法  
	 本研究では、第 1 回の授業で実施された授業ア
ンケートにおいて、受講動機を「他に取りたい授

業がなかったから・なんとなく」と回答した学生

を対象とした。この理由は、モチベーションが低

いと考えられる学生を対象とすることで、フィー

ドバックによる影響を明確にすることができる

と考えられるためである。分析対象は、授業の受

講者数 234 名に対して 25 名であった。  
各授業のフィードバックセッションにおいて、

分析対象の学生が行なった質問を、佐藤 (2008)を
参考に質的に分析した。  
結果・考察   
本稿では、フィードバックセッションを行った

全 13 回の授業のうち、授業形式の異なる (1)知識
伝達型の授業、(2)学生の思考を促進する形式の授
業、 (3)当事者による疑似体験を含む形式の授業、
が行われた 3 授業を扱う。分析の結果、学生の質
問を大カテゴリが 2 件、小カテゴリが 7 件に分類
することができた（表 1）。各セル内の数字は、各
授業における各カテゴリの質問件数である。これ

らの結果から、授業形式により質問の傾向が異な

ることが示唆された。以下、詳細を示す。  
(1)知識伝達型の授業  
	『鹿大生の社会的役割と就職  (第 2 回 ) 』では、
大学の歴史や就職状況に関する知識伝達型の授

業が行われた。この形式の授業では「どの分野へ

の就職が多いですか？」などの事実確認の質問が

多く行われた。  
2)学生の思考を促進する形式の授業  
	 『グローバルとキャリア  (第 5 回 ) 』では、講
師のタイ留学時の経験をもとにした授業が行わ

れた。特に、「 (国民の立場から見ると )誰が正しい
と思う？」といった学生の思考を促すような問い

かけが頻繁に行われた。このような形式の授業で

は「タイに行ってから自分のキャリアに対して変

化はどうなりましたか？」などの教員の経験を問

うような質問が多かった。この理由として、学生

自身が留学に行くことをイメージしながら質問

を行なった可能性が考えられる。  
(3)当事者による疑似体験を含む形式の授業  
	 『多様性とキャリア  (第 12 回 ) 』では、学外の
LGBT 当事者による授業が行われた。このような
「今ここ」で起きている様相を当事者から直接的

に感じることができる授業では「今の学校教育。

特に幼少期などでマイノリティーを扱うことに

対してどう思いますか？」などの当事者の意見を

聞き出すような質問が多い特徴が見られた。  
	 以上より、授業形式により学生の質問や気づき

に差異があることが分かった。特に、思考を促す

形式や当事者による授業では、事実確認に関する

質問に留まらず、講師の経験や考えに関する質問

が多く行われることが分かった。  

表 1: 各授業での質問の種類と頻度  
				質問の種類	

授業内容	

大カテゴリ	 事実を問う質問	 考えを問う質問	

小カテゴリ	
未来

予知	

事実

確認	

ハウ

ツー	

アドバイス	

を求める	

おすすめ	

を問う	

経験を

問う	

問い	

かけ	

鹿大生の社会的役割と就職	 2	 21	 1	 1	 0	 0	 2	

「グローバル」とキャリア	 2	 4	 3	 0	 2	 9	 2	

「多様性」とキャリア	 0	 0	 7	 2	 0	 3	 8	
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1.はじめに 

本研究は、学部留学生の課題発見・解決能力の

育成を目指し、自ら立てた問いに自ら解決方法を

導き出す実践の中で記述した振り返りシートか

ら、受講生自身の「問い」に対する態度変容につ

いて報告するものである。  
2.背景 

「課題発見・解決能力」については、新学習指

導要領や＜新しい能力＞と言われている 21 世紀
スキル（2010）、社会人基礎力（2006）、学士力
（2008）等に身に付けるべき資質・能力として提
示されている。  
3.本実践の概要 

本実践は、2019 年 4 月から 7 月にかけて国内
の私立大学学部生 19 名を対象に実施された。授
業科目「日本語」（週 1 回 /90 分、全 15 回）は学
部留学生 1年次から 4年次の必修外国語科目とし
て設定されている。授業では「質問づくり」を通

し、テーマを「発散的・収束的」に広げ・深める

ことにより、課題発見・解決能力の育成を目指し

た。「質問づくり」はダン・ロスステイン他（2015）
で示され てい る質問 づ くり手法 （ Question 
Formulation Technique）を取り入れ、木下（2019）
の質問づくりの手順に従い、学期中にグループに

よるポスター発表を 2 回行った。木下（2019）に
ある 18 項目について事前・事後テストでの質問
態度尺度評定値を対応のある t 検定を行った結果、
15 項目で事後テストの方が質問に対する態度が
優位に高い方向に変化していた。そこで、2 回の
発表後に実施した振り返りシートを調査対象と

し、態度変化の要因を探る。ただし、受講生 19 名
のうち発表 2 回分の振り返りシートを提出した
17 名分のデータを対象とする。  
4.発表についての振り返りの変化 

発表後の振り返りシートにある自由記述の「発

表についての感想や質問」に記述された内容につ

いて分析する。  
1 回目の発表（質問の焦点：〇〇大学の学生は

勉強好きだ）後に記述された文は 24 文、形態素
数は 390 であったのに対し、2 回目の発表（質問

の焦点：男性より女性の方が幸せだ）後は 32 文
（増加率 1.3倍）、形態素数は 618（増加率 1.6倍）
という結果となった。  
振り返りシートやリアクション・ペーパーに関

する先行研究は、機能や記述された内容分析をし

た研究など多く存在する（小野田他 2011 等）。本
稿では振り返りシートに記述された質問・感想を

須田（2017）で示されている記述内容に含まれる
「学びの類型」を基に分類した。その結果、授業

内容に対する肯定的な理解、授業内容を基にした

思考についての記述が 2 回目の発表後増加し、全
体的に「質問づくり」による気づきや肯定的な意

見が多くみられた。  
学期の中で自分自身が変化したと思う質問に

対する態度については、一般的・包括的＞具体的・

分析的＞応用的の順に高く、「他の人の考えを理

解することが面白い」、「問題の理由、根拠、他と

の関連性についてもっと深く考えるようになっ

た」、「他の人の考えが正しいに決まっているわけ

ではないと深く感じた」などの意見が見られた。 
これらの結果から、質問づくりの手法に対して

肯定的に捉えているだけでなく、本実践が物事に

対してクリティカルに考えるようになるための

一助となったのではないかと考えられる。それが

どの程度の影響を及ぼしているか、また課題発見

解決能力の修得につながっているかについては、

今後の課題である。  
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