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1. 背 景

① 観光教育×中国語人材育成のニーズ

– 中華圏の訪日観光客の持続的増加
（誘致・受入・PRと共に観光公害・リスク対策）

– 自然災害や突発事故等、非常時の情報まとめ・発信・共有

② グローバル化×知識基盤社会に対応できる資質・
能力の評価指標の検討

– 移民・留学生増加に伴う教育・学習環境の国際化

③ AL推進→オープンラボ型PBL(Problem/Project 
Based Learning)の実践蓄積と理論化

– 学習者が生きる社会の課題を「自分事」として捉え、解決
に向け協働、行動する

– 産業やコミュニティの「リアリティ」を自身で構築する
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2. 目 的

知識学習や教室内会話で満足してちゃダメ！
外国語教育の知見を活かした観光教育
中国語ニーズが実際にある現場でオープンラボ型PBL
の設計、実践、評価を検討する余地大

留学生や帰国子女が増えただけではダメ！
外国語学習者×日本語学習者が主体的に協働し、相互
支援を通じて異文化理解や共感を形成する機会不足

ローカルな観光文脈をフィールドとする
プロジェクト型異文化間協同学習（IC-PBL, 
Intercultural Cooperative Project Based 
Learning)
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経済産業省が主催した有識者会議により、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくた
めに必要な基礎的な力を「社会人基礎力(＝３つの能力・1２の能力要素）」として定義。
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意見の違いや立場の違いを理解する力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

主体性

物事に進んで取り組む力

働きかけ力

他人に働きかけ巻き込む力

実行力

目的を設定し確実に行動する力
創造力

課題発見力

新しい価値を生み出す力

現状を分析し目的や課題を明ら
かにする力

課題の解決に向けたプロセスを明
らかにし準備する力

計画力

前に踏み出す力 （アクション）
～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～

考え抜く力 （シンキング）
～疑問を持ち、考え抜く力～

チームで働く力（チームワーク） ～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～

発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力

傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力

柔軟性

情況把握力

規律性 社会のルールや人との約束を守る力

ストレスの発生源に対応する力ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

社会人基礎力（経産省, 2006）



「人生100年時代の社会人基礎力」は、これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わり
の中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力と定義され、社会人基礎力の３
つの能力／12の能力要素を内容としつつ、能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクション
（振り返り）しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいていく上
で必要と位置付けられる。

どう活躍するか
【目的】

自己実現や社会貢献
に向けて行動する

３つの視点

リフレクション （振り返り）

３つの能力
12の能力要素

前に踏み出す力

主体性、働きかけ力、
実行力

考え抜く力

課題発見力、
計画力、
想像力

チームで働く力

発信力、傾聴力、
柔軟性、情況把握力、
規律性、ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

どのように学ぶか
【統合】

多様な体験・経験、能力、キャリ
アを組み合わせ、統合する

何を学ぶか
【学び】

学び続けることを学ぶ

人生100年時代の社会人基礎力（経産省, 2017）
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3. Research Question

RQ 1：

学習者はIC-PBLを通じて、社会人基礎力の
能力・要素における向上を認識するか

RQ 2：

学習者が認識した社会人基礎力の向上は、
どのような学習の経験と成果に基づくものか

※本研究実践時は従来の2006年版を援用
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4. 方 法

①観光ガイド育成のためのモバイルラーニン
グシステムを開発（Sugie, 2019）

②同システムを用いたeラーニング＋観光関連
施設での模擬ガイド

③地方のインバウンド受入環境現地調査
（課題発見・解決提言プロジェクト学習）

④ RQに対して混合研究法のアプローチで分析
（RQ1に対する量的データ分析、RQ2に対す
る質的データ分析、全体の統合的解釈）
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4. 方 法

【日中通訳ガイド演習】
学習時間：2019年前期、週1回・2コマ連続（180分・4単位）

目標：北海道の観光知識と接遇表現を学び、簡単なガイドがで
きるようになる。観光産業をフィールドとする協同学習を通じ
て、インバウンドに関する課題解決能力を身に付ける。

学習環境：CALL教室でのテキスト学習＋eラーニング、観光関
連施設でのガイド実習、自治体でのプロジェクト型学習

本科生4名
・中国語初修2年次(留学未経験)
・中国語・中国文化専攻
一般学生（孔子学院枠）2名
・学習歴5年(渡航未経験)
・母が中国人(日本出生・育ち)

本科生1名
・日本語N1(学習歴2年)
・異文化コミュニケーション専攻
交換留学生5名
・日本語N1～2(学習歴1～3年)
・日本語・日本文化、中国語・中国文化、
経営学・経済学専攻

5 6
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4. 方 法

【分析の手法】

① データ収集：学期前後にアンケート調査

・社会人基礎力向上の実感（5段階）と理由記述

・役立ったと思う活動（選択式）と理由（記述式）

② 分析手法：

・量的分析
対応のある2群のt 検定（ノンパラメトリック検定）
質的データ分析と可視化

・質的分析
MAXQDAでコード化、カテゴリ化、概念図作成
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5. 授業実践：学習活動①

【留学生の故郷紹介：浙江省東陽市】
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5. 授業実践：学習活動①

【日本人学生の故郷紹介：北海道札幌市】

・札幌冰雪节
大通公园: 2019年2月4日〜11日
每年国内外来游客不少于200万人。
全北海道最大的活动。

・松尾成吉思汗烤羊肉
开业六十年的名店，店内环境
很新, 很漂亮。
・味的三平
放入了豆芽和大葱的味道清淡
的拉面。味增拉面的始祖。

12



5. 授業実践：学習活動②

【観光接客場面での語句学習＋会話実践】

■第二単元 第13課 会話指示カード
① スケジュール説明を始めるとき

② 配布資料を見るよう促すとき

③ 今日はスケジュールがきついと伝え
るとき

④ ホテル戻り時間を説明するとき

⑤ ホテルのインターネット環境を説明
するとき

⑥ 土足禁止の場所に入る前に注意する
とき

⑦ ゴミを分別するよう説明するとき

場面・状況を提示
適切な説明・案内

音読による発音練習
語句の意味と文化理解
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5. 授業実践：学習活動③

【観光ガイド学習用eラーニング】 http://e-daoyou.org/

e-daoyou.org
授業で通訳練習、テスト・復習は自宅学習
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5. 授業実践：学習活動③

【新千歳空港で模擬ガイド実習】

① 準備学習
グループ分け、担当エリア割り当て、発音練習等

② 空港各所で模擬ガイド練習
グループごとに自由行動し、ガイドの動線や最新情
報の確認等

③ 模擬ガイド（旅客とガイドの対話）発表
eラーニング動画のシナリオを再現するだけでなく、
現地で初めて気付いたこと、発見した情報、店員さ
んに質問・確認してわかったこと等を即興で追加

④ ルーブリックを用いた相互評価
発表者1人1枚、評価シートに記入
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5. 授業実践：学習活動③

国際線ターミナル到着ロビー出迎え 交通案内（JR・みどりの窓口）

交通案内（空港リムジンバス） グルメ・レストラン案内 16



5. 授業実践：学習活動③

アミューズメントエリア紹介
（キティちゃんランド）

アミューズメントエリア紹介
（ドラえもんショップ）

空港内の日帰り温泉紹介お土産ショップ・商品紹介 17



5. 授業実践：学習活動③

北海道銘菓・人気のお土産紹介 北海道銘菓・人気のお土産紹介

国際線空港カウンター搭乗手続き 国際線ターミナル出発ロビー見送り 18



5. 授業実践：学習活動③
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6. 分析手法①RQ1×量的データ分析

・SPSSを用いた統計分析

n=10（一般学生1名は進学のため事後調査欠席）

ノンパラメトリック検定（ウィルコクソンの符号付
順位和検定）

・記述統計量

・信頼性統計量

平均値 標準偏差
事前 47.6000 7.63326

事後 51.8000 5.88407

Cronbach のアルファ
事前 .909

事後 .870
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6. 結果①RQ1×量的データ分析
全体の平均値 4.2 UP

有意な上昇・効果量大

（z =-2.606, p =.009, r =-.82）

個別の項目について有意な上昇・効果量大

【前に踏み出す力】
・主体性：物事に進んで取り組む力(z =-2.449, p =.014, r =-.77)

・働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力(z =-2.449, p =.014, r =-.77)

【考え抜く力】
・創造力：新しい価値を生み出す力(z =-2.636, p =.008, r =-.83)

【チームで働く力】
・柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する力( z =-2.121, p =.034, r =-.67)

IC-PBLを通じて社会人基
礎力の自己評価が上昇

主体性, 働きかけ力, 創造力, 柔軟性
について自己評価が上昇
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6. 分析手法②RQ2×質的データ分析

・MAXQDA（ver. 2020）を用いた
コード化、カテゴリ化、概念図による可視化

① 自由記述テクストからインビボコーディング

② 関係や階層を解釈しながらコードの整理・
カテゴリ化

③ 概念図（階層型のマップ）を作成

www.maxqda.com/japan
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6. 結果②RQ2×質的データ分析
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6. 結果②RQ2×質的データ分析
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6. 結果②RQ2×質的データ分析
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8. まとめ

RQ1に対する回答：

学習者はIC-PBLを通じて、社会人基礎力の能力・
要素における向上を認識する
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8. まとめ

RQ2に対する回答：

社会人基礎力向上の認識は、下記の学習の経験と成果
に基づく

【前に踏み出す力】

自治体プレゼン＜空港実習＜自治体FW

【考え抜く力】

自治体FW ＜ eラーニング／空港実習＜自治体プレゼン

【チームで働く力】

空港実習＜自治体FW ＜自治体プレゼン
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8. 今後の課題

• 向上が認識されなかった社会人基礎力の能力と
要素に結びつく学習活動のデザイン

• 実務専門家、メンター等との連携の確保、イン
タラクションが生まれやすい学習プロセス設計

• 学習者が言及した抽象的・曖昧な成果認識の具
体化・明確化

• 外部専門家の評価による学習成果の精度・質の
向上

• 相互評価に基づく協同学習振り返りの機会
（ルーブリックと発表やプレゼン動画を用いた
自己分析・相互分析と再評価等）
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