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初年次教育における地域フィールドワーク・
サービスラーニング科目の学習効果と課題

前　川　直　哉

　本稿では2018年度に福島大学で実施されたフィールドワーク・サービスラーニング科目「むらの
大学」授業について，受講した学生の自己評価や振り返りレポートなどを分析し，学習効果の検証
を行う。分析の結果，2018年度の「むらの大学」受講者は2017年度の受講者や一般学生以上に，自
身の成長を実感していることが明らかとなった。中でも他者との関係構築や協働に関する力につい
ての成長実感が強く，その背景に小班単位での活動経験がある様子がうかがわれた。一方，情報収
集力や一部の分析力・思考力については成長の実感が限定的であり，フィールドワーク・サービス
ラーニング科目である「むらの大学」と，地域課題を構造的に把握するための座学講義とは相補的
な関係にあり，両者のセット受講が学生により高い学習効果をもたらす可能性が示唆された。
［キーワード］フィールドワーク（FW）　　　サービスラーニング（SL）　　　大学教育の質保証

１．はじめに
　本稿は福島大学の授業「むらの大学」を題材に，大
学初年次教育における地域に即したフィールドワーク
（FW），サービスラーニング（SL）科目の学習効果と
課題について検証するものである。
　「むらの大学」は2014年度より始まった，本学独自
の授業である。東京電力福島第一原子力発電所事故（以
下，原発事故）により避難を余儀なくされた双葉郡川
内村と南相馬市をフィールドとし，住民からの聞き取
りや地域再生のための活動などを通して，学生の学び
と成長を促す授業として行われている。当初は文部科
学省・地（知）の拠点整備事業（COC事業）の採択
を受け，2017年度まで展開された「ふくしま未来学」
の一環として行われていたが，COC事業の終了後も
通常授業として継続されている1。
　「むらの大学」はマスメディアに取り上げられる機
会も多く，また入学案内をはじめ大学発行物において
も大きく扱われるなど，いわば本学の「看板授業」の
一つと認知されるようになってきた。だが，「むらの
大学」の授業が果たして学生にどのような学習効果を
もたらすのかについては，エビデンス収集と基礎的な
分析は複数回行われたものの，教育学の観点からの本
格的な検証は未だ実施されていない。震災（東日本大
震災）・原発事故の３年後に始まり，被災地の状況も
刻一刻と変化する中，授業内容も毎年手探りで作り上
げられてきたという経緯があるためだが，授業開始か
ら５年余が経った現在，本授業が受講生にどのような
学習効果をもたらし，またどのような課題を有するの
かを検証する作業は，大学教育の質保証・向上の観点
からも不可欠であろう。

　そこで本稿では2018年度に行われた「むらの大学」
の授業について，受講した学生の自己評価や振り返り
レポートなどに基づき，学習効果の検証を行う。また
学生があまり成長を実感できなかったスキルについて
は課題として整理し，さらなる授業改善のためにどの
ような方策が可能かを考察する。

２．先行研究と2018年度「むらの大学」
２－１．先行研究
　「活動を通じた学習」を意味するサービスラーニン
グについては発祥国である米国でさかんに実践が行わ
れており，学習効果についての研究も多い。和栗（2015）
は，New Directions for Teaching & Learning誌に掲
載されたFeltenとClaytonの総説を引用し，米国にお
けるサービスラーニングの学習成果に関する研究を一
覧の形で紹介している。
　日本の大学においても近年，サービスラーニングの
実践が増加しており，それに伴って学習効果について
の調査研究も活発化している。逸見ほか編（2017）は
立教大学，深作ほか（2018）は弘前大学におけるサー
ビスラーニング実践をまとめたもので，これらの中で
は学生が記入したレポートやワークシートの内容など
をもとにした学習効果の検証が行われている。
　中里・吉村・津曲（2015）はこれまでの国内外の高
等教育におけるサービスラーニング研究のレビューを
行い，サービスラーニングが学生，地域社会，大学に
もたらす効果について整理している。この論文の興味
深い点はポジティヴな効果だけではなく，サービス
ラーニングによってもたらされるネガティヴな効果に
ついても指摘していることである。それによると初年
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次，教養教育時点におけるサービスラーニングが学生
にもたらす効果としては，ポジティヴなものとして「自
信の獲得」「学習への動機づけ（知識習得の意義を認
識できる）」「汎用性能力の獲得（生活スキル，アカデ
ミックスキル向上，他者理解，コミュニケーション能
力，協調性，リーダーシップ）」「市民性の獲得（地域
文化・歴史の理解，社会的責任感，利他的意識）」の
四つが，ネガティヴなものとして「知的な成長が得ら
れない可能性（従来型の授業の方が知識習得できると
いう学生も存在する）」「活動が学生にとって過度な負
担になる可能性」「参加学生のキャリアビジョンを混
乱させる可能性（さまざまな刺激があるというメリッ
トもあるが，刺激が強すぎることもある）」の三つが
挙げられている。
　また木村・河合（2012）は，質問紙調査の分析を通
し，サービスラーニングにおける学生の経験と学習成
果の構造や関連を明らかにしようとした意欲的な論文
である。学生のどのような経験がどの学習成果をもた
らすのかを検証する作業は，授業改善の観点からも重
要であろう。本稿では標本数の問題もあり，この論文
のような統計学的分析は行えていないが，学生の経験
と学習成果の関連について考察できるよう，学生のレ
ポートの記述などを用いた質的な調査・検討を行って
いる。

２－２．2018年度「むらの大学」概要
　本稿で検討する2018年度「むらの大学」の概要は以
下の通りである。この年の「むらの大学」は通年の共
通領域科目として設定され，人間発達文化学類の小島
彰教授が川内班を，筆者が南相馬班を担当した。全学
類・全学年を対象とし，１年生42名が受講した。受講
生の所属学類は当時の４学類全てにわたり，県内・県
外出身者，および男女もほぼ同数であった。この42名
が南相馬班（20名），川内班（22名）に分かれ，それ
ぞれ南相馬市小高区と双葉郡川内村をフィールドとし
た。
　以下，南相馬班を例に年間スケジュールを見ていこ
う。４・５月に原発事故や放射線，地域の現状などに
ついての基礎知識を座学講義で学んだあと，６月に金
曜夕方から土曜にかけてのFWを行った（一泊FW）。
この一泊FWで多くの受講生は初めて南相馬市小高区
を訪れ，その後のリフレクションやグループでの議論
を通じて，一人ひとりの学生が現地で特に何を学びた
いかを選択し，南相馬班の20名はさらに４人前後の小
グループに分かれることとなる。７月にはグループ分
けが完了し，南相馬班は「行政と住民班」「小高PR隊」
「新しい小高・ひつじ班」「歴史・文化班」「農業班」
の５つの小班に分かれた。以降，現地での調査・活動
や学内でのグループ学習は，この小班を単位に進めら
れる。

　夏休み後半の９月には，４泊５日の日程で小高を訪
れ，フィールドワークを実施した（夏期FW）。夏期
FWでは初日を除く四日間で小班ごとにスケジュール
を組み，それぞれの関心に応じて住民の方や行政・市
民団体の関係者などを訪問し，インタビュー調査を
行った。後期の授業では，夏期FWで発見した地域課
題を整理し，文献調査や小班内での議論などのグルー
プ学習を行った。また地域課題をさらに精査するため
の追加調査や，それらの課題を少しでも解決するため
に自分たちで企画・立案した活動を行い，必要に応じ
て小班ごとのFW（秋期FW）を週末等を利用し日帰
り～２泊３日の期間で実施した。
　１月にはみたび南相馬班全員で小高を訪れ，小班ご
との調査や活動について住民の方々の前で発表する現
地報告会を実施した。報告会の終了後，全体のリフレ
クションののち最終レポートを執筆し，一年間の授業
は終了した。ここまで，南相馬班の年間の流れを示し
たが，川内班も同様のスケジュールで進行した。
　以上のように2018年度の「むらの大学」授業は，現
地を実際に訪れて調査・学習するフィールドワークと，
課題解決に向けた活動を通じて学習するサービスラー
ニングとを組み合わせた形で設計された。FWやSLの
先行研究ではリフレクションの重要性が指摘されるこ
とが多いが，「むらの大学」受講生には毎回，その週
に何を学んだかを個人ごとに省察する「リフレクショ
ンシート」を記入させ，また一泊FW・夏期FW後の
レポートをはじめ，必要に応じて自身の学びを振り返
るレポート課題を課した。

２－３．分析に用いるデータ
　本稿ではおもに以下の三つのデータを分析に用い
る。
　一つ目は，「むらの大学」授業における自己評価と
して複数回実施した「地域の問題解決能力に関する
ルーブリック評価」である（以下「ルーブリック評価」）。
これは2017年度より「むらの大学」および「ふくしま
未来学入門」の両授業の効果測定を行うために開発さ
れたものであり，「a.地域課題を発見する力（発見す
る力）」「b.地域を分析する力（理解する力）」「c.地域
を興す力（行動する力）」「d.地域をつなげる力（協働
する力）」「e.地域を伝える力（発信する力）」の五つ
の評価基準について，学生がレベル１～６の６段階で
自己評価を行う。例えば「c.地域を興す力（行動する
力）」のレベル１は「自分が行動したところで何も変
わらない」，レベル６は「自治体や企業などと協働し
実質的な実践を行う」というように，それぞれの評価
基準についてレベルごとに短文の学習到達状況が書か
れており，学生は自身の現状に該当するレベルを選択
していく。2018年度「むらの大学」では一泊FW前の
５月（受講前），夏期FW後の10月（FW後），現地報
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告会後の１月（受講後）の３回にわたり「ルーブリッ
ク評価」を用い自己評価を行った。本稿ではこのうち
「受講前」「受講後」のデータを用いる。また2017年度
の「むらの大学」受講生のデータ，および比較検証の
ため2017年度に「むらの大学」の授業以外で実施され
た一般学生（１年生）のデータもあわせて使用する2。
　二つ目は現地報告会後の１月に実施した「自分の成
長発見シート」のデータである（以下「成長発見シー
ト」）。これは「自律，自己受容，自立，共感力，他者
尊重，協働力，責任感，情報収集力，分析力，思考力，
表現力，行動力，変革力，学ぶ力」の14分野について
それぞれ５項目，計70項目について一年間の「むらの
大学」での成長度を学生が自己評価するものである。
例えば「自律」については「目標を設定し，その目標
に向けて自分のやる気の波をコントロールすることが
できる」「計画性があり，物事に優先順位をつけ，自
分で時間管理することができる」などの項目が並ぶ。
学生は，これら一つひとつの項目について，一年間の
「むらの大学」の授業を通じて「特に成長した」「成長
した」「変化がなかった」の３段階で自己評価を行う。
もともとこのシートはリフレクションと協働力向上を
目的に「自分の強み発見シート」として2018年度より
新たに導入し，「むらの大学」授業内で複数回実施し
てきたが，授業終了時の１月に一年間の成長を自己分
析するためにほぼ同内容のものを「成長発見シート」
として実施した。なおこれらのシートに挙げられる70
の項目は，2018年度開講前に「むらの大学」を担当す
る地域コーディネーター２名と筆者の計３名で実施し
たミーティングにおいて，一年間の「むらの大学」を
通じてこのような学生に成長してほしいという理想像
をブレーンストーミング形式で列挙し，バランスや独
立性を考慮しつつKJ法を用いて14分野に分類・整理
したものである。
　三つ目は，こちらも現地報告会後の１月に学生が執
筆した最終レポートである（以下「最終レポート」）。
これは一年間を振り返り，「むらの大学」の授業・学習・
活動等を通じて，どのようなことを学んだか，また，
どのような力が伸びたと感じているかについて，Ａ４
二枚程度でまとめたものである。本稿ではこの「最終
レポート」の内容をデータとして利用する。またレポー
トの記述内容を定量的に分析する際には，立命館大学
の樋口耕一氏が開発し，多くの学術調査で用いられて
いる計量テキスト分析ソフトKH Coderを使用する。
念のために書き添えておけば，これらのレポート類や
「ルーブリック」「成長発見シート」等のデータについ
ては，匿名化処理のうえで研究や今後の授業改善に用
いる旨を予め学生には伝達している。

図１－a～ e　「ルーブリック評価」の伸び比較
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　なお「ルーブリック評価」と「成長発見シート」に
ついては，2018年度「むらの大学」を受講した南相馬
班・川内班の学生のうち，最終授業に出席した計39名
のデータを，「最終レポート」については2018年度「む
らの大学」南相馬班のうち日本語を母語とする学生18
名のデータを用いた。

３．「むらの大学」の学習効果と課題
３－１．学習効果
　2018年度「むらの大学」の学習効果を検証するにあ
たり，まずは「ルーブリック評価」のデータを見てい
こう。図１－a～ eは，先に挙げた「ルーブリック評価」
の五つの評価基準について，2017年度の一般学生，
2017年度「むらの大学」受講生，2018年度「むらの大
学」受講生のそれぞれ受講前・受講後の平均値をグラ
フで示したものである。
　図１のグラフ群から明らかな通り，2018年度の「む
らの大学」受講生の受講後の自己評価は，五つの評価
基準全てで2017年度の一般学生・「むらの大学」受講
生を上回っている。また受講前の自己評価が相対的に
低いこともあり，受講前後での伸びについても最も大
きな伸びを示している。評価基準ごとに見ると，最も
大きな伸びを示しているのは「c.地域を興す力（行動
する力）」であるが，その他の評価基準においてもほ
ぼ同等の伸びを示しており，最も伸び幅の小さい「d.地
域をつなげる力（協働する力）」においても２ポイン
ト近い伸びが見られる。
　実はこの「協働する力」は，2017年度の「むらの大
学」受講生において伸び幅が相対的に小さかった点か
ら，2018年度の「むらの大学」授業全体を通じて，教
員側が特に重点的に取り組んだ部分であった。一例を
挙げれば，小班ごとのミーティングや活動の回数を前
年度より増やす，「自分の強み発見シート」を定期的
に行うことで自他の強みを確認し，協働の重要性を意
識させる，などである。「ルーブリック評価」の伸び
幅を前年度と比較する限り，こうした対応は一定の効
果をあげたと考えることができよう。
　「ルーブリック評価」の比較において，2018年度の「む
らの大学」受講生は，2017年度の一般学生や「むらの
大学」受講生以上に，自身の成長を実感していること
が明らかとなった。だが，具体的にどのような力が身
についたと学生が考えているのかは，「ルーブリック
評価」の五つの評価基準だけでは十分に判断できない。
そこで次に「成長発見シート」のデータを用い，2018
年度の受講生が，一年間の「むらの大学」の授業を通
じて具体的にどのような項目で「特に成長した」「成
長した」と実感しているのかを見ていこう。
　表１は「成長発見シート」の全70項目について，一
年間の「むらの大学」の授業を通じて「特に成長した」
項目に◎印，「成長した」項目に〇印を学生が自己評

価で記入したものを集計し，◎と〇の合計数（「計」
欄の値）の多い順に上位10位までを並べたものである。
「計」が同じ場合は◎の多いものを上位とし，右端に
は39人中何人が◎または○の印をつけたかの割合を記
している。
　表を見てすぐに気づくのは，「協働力」分野の項目
の多さである。「協働力」に分類した５つの項目のうち，
４つが上位10位以内に入っている（３位，５位，６位，
７位）。一年間の「むらの大学」の授業を通じ，受講
生の８割以上が「仲間から学ぶことができる」ように
なったと感じており，また「協調性を持ち，チームの
一員として仕事を遂行することができる」ようになっ
た，「課題に対して仲間とともに考えることができる」
ようになった，「相手を信頼して仕事を任せることが
できる」ようになったと考える受講生も７割前後にの
ぼる。先に挙げたような「協働する力」を重点的に伸
ばそうとした2018年度の授業設計は，功を奏したよう
である。

　また上位10位以内に入っているその他の項目を見て
も，１位の「必要な時には相槌を打ったり，メモを取っ
たりしながら話を聞くことができる」や２位の「自分
たちの活動を支えてくれている人びとの存在に気づ
き，感謝の念を持つことができる」，あるいは４位の「自
分一人の仕事だけではなく，チームとしての仕事に責
任感を持つことができる」などは，それぞれ分野とし
ては共感力・自立・責任感に配置したものの，いずれ
もチームや他者の存在について触れる内容となってい
る。この点からも2018年度の「むらの大学」受講生が，
他者との関係構築や協働に関する力について成長を実
感している様子がうかがえる。
　では受講生は，「むらの大学」授業におけるどのよ
うな体験から，自身の協働力が成長したと感じている
のだろうか。この点を考察するため，「最終レポート」

表１　「成長発見シート」集計結果 上位12項目
項　　　　　　　目 分野 ◎ ○ 計 39人中

１ 必要な時には相槌を打ったり，メモを取ったり
しながら話を聞くことができる 共感力 18 14 32 82.1%

２ 自分たちの活動を支えてくれている人びとの存
在に気づき，感謝の念を持つことができる 自立 16 16 32 82.1%

３ 仲間から学ぶことができる 協働力 12 20 32 82.1%

４ 自分一人の仕事だけではなく，チームとしての
仕事に責任感を持つことができる 責任感 9 22 31 79.5%

５ 協調性を持ち，チームの一員として仕事を遂行
することができる 協働力 11 17 28 71.8%

６ 課題に対して仲間とともに考えることができる 協働力 15 12 27 69.2%

７ 相手を信頼して仕事を任せることができる 協働力 9 18 27 69.2%

８ 相手の置かれた状況や立場を理解しようという
姿勢がある 他者尊重 8 19 27 69.2%

８ 引き受けた仕事を途中で投げ出さず，最後まで
全うしようという姿勢がある 責任感 8 19 27 69.2%

10 自分の想いや感情を言葉にして，他者に伝えることができる 自己受容 6 21 27 69.2%

10 相手の話の趣旨や意図を理解しながら聞くことができる 共感力 6 21 27 69.2%

10 インターネットを活用し，必要な情報を収集することができる
情報
収集力 6 21 27 69.2%
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の内容を精査してみよう。
　「最終レポート」は特に書式を定めていないため，
どの学生が「協働力」について言及しているかを明確
に数値化するのは困難であるが，「協働の重要性」や「仲
間との協力」「チームワーク」などの語を用いて協働
力やそれに類する内容に触れている学生は８割強にの
ぼる。例えば，次のような形である。

　　最後に協力することの大切さだ。これはむらの大
学で最も学びが大きかったことだ。今まで行ってき
た活動は絶対に１人ではできなかった。他の人と協
力することで,達成しにくい事でも達成できる可能
性が飛躍的に上がる。（中略）中間発表や成果発表
など，大事な場面での資料作りでは，（中略）仕事
を分担することで１人にかかる負担が軽減するのは
もちろんだが，班全員で資料に目を通すことで，１
人だけの目線ではなく，いろいろな目線で見ること
ができるため，より良い資料に仕上げることができ
た。

　この学生のように「他者との共同作業」は「自分一
人での作業」に比べ，より良い成果につながるという
成功体験から，協働力についての成長を実感している
学生は多い。「自分が学んだこと」の筆頭に「協働で
問題解決や活動をしていくことの大切さ」を挙げる他
の学生は，「私は今まで人と協力することが苦手でな
るべく避けていた事があった」と述べた上で，「しかし，
班で協力して活動していくことで，様々な意見や考え
方を知ることができ自分にない発想や考え方を知り，
自分も多角的に物事を見られるようになっていった。
更には１人で活動するよりも最終的には良いものがで
きることを実感し，１人で活動したときよりも達成感
が湧き，より自分の成長に繋がるということ学ぶこと
ができた」と記している。これらはいずれも小班単位
での議論や活動について触れられている部分であり，
４人前後の小班単位でFW中の調査や学内でのグルー
プ学習，地域課題解決に向けた活動の企画・実行を行っ
た経験が，協働力成長の実感に繋がっていることが分
かる。
　また学生の「最終レポート」の中には，短期的な関
係ではなく，長期にわたる調査・活動を共にしたこと
で信頼関係が育まれ，それが協働力の成長に繋がった
とする記述も見られる。やや長いが，該当部分を引用
しよう。

　　「むらの大学」を通して，私は「周囲の仲間と協
力する力」と「相手を信頼する力」の２つを身につ
けることができた。今まで，私は学校のグループワー
クなどを自分１人でこなしてしまいがちだった。や
る気のない人に任せて私の成績評価まで下がるくら

いなら，多少自分自身の負担が大きくなったとして
も自分一人でやったほうが合理的だと思っていたか
らだ。しかし，「むらの大学」では方向性は違えど
も同じ分野に興味・関心を持った人たちが集まって
いたため，ほかのメンバーの事を信頼して安心して
仕事を任せることができた。前期までの活動を通し
て，「むらの大学」の受講生はひとりひとりが真剣
に小高と向き合っていることを知ったためでもある
と思う。例えば，６月のフィールドワークで〇〇さ
ん（原文は実名）にお話を伺った際は，似たような
質問があまり出ずいろいろな着眼点から質問をして
いる人がたくさんいたため，ひとりひとりが小高に
ついて真剣に考えている証拠だと感じた。それぞれ
が自分自身で学びを深めようとしていなければ，こ
のようなことは起こらなかったと思う。こうした経
験から，私は今までとは違い，班のメンバーと「一
緒に」一つの成果を上げることができた。

　この学生は６月の一泊FWで他の受講者が小高につ
いて真剣に考え，学ぼうとしていることに気づき，そ
の体験をもとに夏期FW以降の活動においても他の班
員を信頼し，協働して成果を上げることができたと省
察している。ここから示唆されるのは，単に一つの活
動に複数の人間で取り組むだけではなく，一年間とい
う一定のスパンを通じて共に学習することが互いの信
頼関係を築き，それをもとにした協働が学生の成長実
感に繋がっているという点である。単発のイベントや
数日間の集中講義とは異なり，一年間ともに学ぶ「む
らの大学」の授業特性もまた，協働力の成長を促して
いると考えられる。
　
３－２．課題
　では逆に，2018年度受講生が，「むらの大学」の授
業ではあまり成長を実感できなかったのはどのような
項目であろうか。「ルーブリック評価」では五つの評
価基準全てにわたって一定の成長を実感しているよう
に見えるが，「成長発見シート」のデータを分析すると，
学生が成長を実感できていない項目も明らかになる。
　表２は「成長発見シート」の全70項目について，表
１とは逆に◎印（特に成長した）と〇印（成長した）
の合計数が少ない順に10位までを並べたものである。
ここに挙げられているような項目に関しては，学生た
ちは「むらの大学」の授業を通じて成長したという実
感が相対的に小さいと言える。
　表２で目立つのは「情報収集力」分野の多さである。
同じ情報収集力でも「インターネットを活用し，必要
な情報を収集することができる」は上位10位であった
のに対し，「フェイクニュースを見抜く力がある」「図
書館などを積極的に活用し，本をたくさん読むことが
できる」「新聞やTVのニュース・ノンフィクション番
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組などから，情報を積極的に収集することができる」
はそれぞれ下位１位，４位，９位に位置している。こ
れらはいずれも「特に成長した」と実感している学生
は39人中３人以下に留まり，「むらの大学」授業を通
じての学習効果が実感されていない。2018年度の「む
らの大学」授業において，本や新聞を利用した学習が
軽視されていたわけではない。開講直後の４月には早
速，図書館の「震災関連コーナー」から一冊の本を読
むという課題を課していたし，また６月の一泊FW以
降の授業は図書館のセミナールームで行い，教員は各
小班のテーマ・関心に応じて図書館内の本や新聞の閲
覧を勧めた。だが特に後半の授業では，小班ごとの現
地での追加調査や課題解決のための活動が中心となっ
た受講生が大多数であり，そこで必要な情報の収集の
多くもインターネットを通じて行われたため，イン
ターネット活用以外の「情報収集力」は相対的に下位
となったと考えられる3。
　また表２全体を通して気づくのは，下位に並ぶ項目
の多くが表１とは逆に他者との協働をあまり必要とし
ないものである点だ。下位１位の「「何か質問（意見）
はありますか？」と尋ねられた時，自分が真っ先に手
を挙げることができる」，５位の「オリジナリティの
あるアイディアを出すことができる」などについて成
長を実感している受講生が一部の学生に限られている
というデータは，2018年度の「むらの大学」授業が協
働力育成に一定の効果を上げた半面，他者に依存せず
独力で課題に取り組む力についての教育効果は限定的
であった可能性を示している。
　同様に独力で課題に取り組む力の中でも，先に挙げ
た情報収集力と並び，分析力に配置した「数値データ
を積極的に参照する姿勢がある」「文章を読み，「客観
的事実」と「主張」を分けて理解することができる」，
思考力に配置した「論理的な筋道を立てて物事を考え

ることができる」などの項目についての成長を実感し
ている学生が少ない点は気にかかる部分である。なぜ
ならこれらの力は，原発事故に伴う住民避難や避難指
示解除後のコミュニティの再構築，放射性物質による
土壌汚染の農業への影響，農作物の風評被害など，「む
らの大学」でフィールドとする地域が抱える数多くの
課題に取り組む際に不可欠と考えられる力だからであ
る。この点についてより細かく見ていこう。
　表３－１～３は「成長発見シート」において「協働力」
「分析力」「思考力」分野に配置した各項目の集計結果
である。成長を実感している学生が多い「協働力」と
比較してみると，「分析力」「思考力」ともに成長した
と考える回答が少ないことに気づく。とりわけ「特に
成長した（◎印）」の少なさは顕著である。中には「思
考力」分野の「正解のない問いを粘り強く考え，より
良き状態を追求する姿勢がある」のように，学生の多
くが成長を実感している項目もあるが，「客観的事実
と主張の区別」「数値データの活用」「筋道を立てた論
理的思考」など，従来アカデミアで重視されてきた力
については，「むらの大学」授業で身についたと実感
している学生が一部に留まっていることが分かる。
　分析力や思考力に関する学生の成長実感についてさ
らに検証するため，「最終レポート」の定量的な分析
を行ってみよう。表４は前出のKH Coderを使用して
「最終レポート」に現れた語のうち名詞（「する」に接
続してサ変動詞となりうる，いわゆるサ変名詞をふく
む）のみを抽出し，20回以上登場したものを出現回数
順に並べたものである。同義語や同じような文脈で使

表２　「成長発見シート」集計結果 下位11項目
項　　　　　　　目 分野 ◎ ○ 計 39人中

１ フェイクニュースを見抜く力がある 情報
収集力 3 10 13 33.3%

１
「何か質問（意見）はありますか？」と尋ねら
れた時，自分が真っ先に手を挙げることができ
る

行動力 3 10 13 33.3%

３ 数値データを積極的に参照する姿勢がある 分析力 5 8 13 33.3%

４ 図書館などを積極的に活用し，本をたくさん読
むことができる

情報
収集力 2 12 14 35.9%

５ オリジナリティのあるアイディアを出すことが
できる 変革力 3 12 15 38.5%

６ 「自分は，今の段階で大学で何を学びたいのか」
を明確に説明することができる 学ぶ力 7 8 15 38.5%

７ 待ち合わせの時間を守ることができる 自律 8 7 15 38.5%

８ 聞き手の立場を推察し，分かりやすく伝えるこ
とができる 表現力 1 15 16 41.0%

９
新聞やTVのニュース・ノンフィクション番組
などから，情報を積極的に収集することができ
る

情報
収集力 2 14 16 41.0%

９ 文章を読み，「客観的事実」と「主張」を分け
て理解することができる 分析力 2 14 16 41.0%

９ 論理的な筋道を立てて物事を考えることができ
る 思考力 2 14 16 41.0%

表３－１　「成長発見シート」集計結果（「協働力」分野）
項　　　　　　目 ◎ ○ 計 39人中

仲間から学ぶことができる 12 20 32 82.1%

協調性を持ち，チームの一員として仕
事を遂行することができる 11 17 28 71.8%

課題に対して仲間とともに考えること
ができる 15 12 27 69.2%

相手を信頼して仕事を任せることがで
きる 9 18 27 69.2%

自分の弱みを理解し，他者に助けを求
めることができる 5 15 20 51.3%

平　　　均 10.4 16.4 26.8 68.7%

表３－２　「成長発見シート」集計結果（「分析力」分野）
項　　　　　　目 ◎ ○ 計 39人中

現状を分析し，改善提案を出すことが
できる 4 22 26 66.7%

山積する課題に優先順位を付けること
ができる 3 22 25 64.1%

一方向からだけではなく，多角的に物
事を分析することができる 5 17 22 56.4%

文章を読み，「客観的事実」と「主張」
を分けて理解することができる 2 14 16 41.0%

数値データを積極的に参照する姿勢が
ある 5 8 13 33.3%

平　　　均 3.8 16.6 20.4 52.3%
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われる語はまとめて一つの語として集計し，表では
「／」記号を用い列記している。
　上位に「自分」「小高」「人」などが並ぶのは自然な
ことだろう。また「私たちの班では～」などの記述が
多いため，「班」も頻出している。
　注目すべきは「活動」の語が５番目に多いことであ
る。レポートの中では「一年間の活動を振り返ると～」
「一年間南相馬班として活動していく中で～」などの
表現が多く見られ，「むらの大学」プログラム全体を「活
動」の語で表現している学生が少なくない。２－２で
述べたとおり，2018年度の「むらの大学」は座学講義
や学内でのグループ学習にも多くの時間を割いた。ま
た２－３で触れたように，最終レポートの課題を記し
た用紙にも「「むらの大学」の授業・学習・活動等を
通じて，自分はどのようなことを学んだか。また，ど
のような力が伸びたと感じているか」と明記されてい
る。だが学生の最終レポートを見ると，授業（28回），
学習（24回）に比べ「活動」は75回と出現回数が飛び
ぬけて多いのである。これは一年間の後半に地域再生
のための活動に取り組んだ班が多く，時期的な近さか
ら「活動」の印象が強かったこと，また他の授業科目
ではあまり行わない「活動」が「むらの大学」の特徴
的要素であると学生たちが認識していることの表れだ
ろう。こうした「活動」への言及の多さは，前節で述
べたような協働力の成長実感とも関連していると考え
られる。
　ところが「活動」と同じサ変名詞であっても，「理解」
は９回，「思考」は５回，「分析」は１回しか出現せず，
「考察」「読書」の語は一度も登場しない（「本」「新聞」
はそれぞれ２回ずつのみ）。一方，「経験」は32回，「協
力」は17回登場する。「最終レポート」の頻出語を用
いて表現するならば，多くの受講生にとって「むらの
大学」の授業とは「小高で，班ごとに協力しながら活
動する経験」や「フィールドワークで住民のお話を聞
くこと」が中心であると認識されており，「読書し，
分析し，考察し，理解する」ことはあまり印象に残っ
ていない様子がうかがわれる。こうした学生の認識が，
「むらの大学」の授業で協働力や共感力の成長を実感

しつつも，情報収集力や一部の分析力・思考力の成長
実感は限定的であるという学生の自己評価につながっ
ているとも考えられる。
　最後に「最終レポート」出現語句についてもう一点，
分析力・思考力の問題と関連して次のことを指摘して
おきたい。それは「原発／原子力発電所」の出現回数
が12回と，相対的に少ない点である。「震災」は26回，
「被災」は21回，また「放射線／放射能／放射性物質」
は42回と比較的多く出現しているが，「原発（事故）」
による住民の避難は，小高について考える上で欠かせ
ない事項のはずであり，この語の登場回数の少なさは
筆者にとって意外であった（「避難」も13回と少ない）。
　もちろん学生たちは，小高が原発事故に伴い避難指
示が出された地域であり，住民が５年以上にわたる避
難生活を強いられていたことを理解していないわけで
はない。それらは座学講義や多くの住民へのインタ
ビューを通して，何度も耳にしている。だが，不思議
と「最終レポート」においてこの点はあまり触れられ
ておらず，学生の意識の中で後景化しているのである。
この現象をどう考えればよいのだろうか。
　ここで参考になるのが広田照幸の指摘である。広田
は，サービスラーニングとほぼ同じ意味合いで用いら
れる「ボランティア学習（ボランティア経験を通して
学ぶこと）」について，「対面関係的な世界に自己を閉
ざして，別の認識，別のノウハウ，別のネットワーク
の可能性を封じてしまう」危険性があると指摘する。
広田は稲葉振一郎の議論を引きつつ，家族・友人など
対面的な関係である「生活世界」と，法律・制度・社
会インフラなどの「社会システム」について述べた上

表３－３　「成長発見シート」集計結果（「思考力」分野）
項　　　　　　目 ◎ ○ 計 39人中

正解のない問いを粘り強く考え，より
良き状態を追求する姿勢がある 9 17 26 66.7%

課題について表面的な理解ではなく，
背景にある構造などを理解しようとす
る姿勢がある

6 16 22 56.4%

いくつかの事象の異なる事柄を関連さ
せたり，比較したりしながら考えるこ
とができる

4 18 22 56.4%

「客観的事実」と「主張」を分けて議
論することができる 6 13 19 48.7%

論理的な筋道を立てて物事を考えるこ
とができる 2 14 16 41.0%

平　　　均 5.4 15.6 21.0 53.8%

表４　「最終レポート」に多く現れた名詞と出現回数
抽 出 語 出現回数

1 自分 151

2 小高 148

3 人 104

4 班 99

5 活動 75

6 むらの大学 71

7 フィールドワーク／FW 51

8 お話／話 49

9 意見 44

10 住民 42

10 放射線/放射能/放射性物質 42

12 力 41

13 羊 35

14 福島 34

15 今 33

16 経験 32

16 前 32

18 問題 31

19 言葉 30

20 農業 29

抽 出 語 出現回数

21 授業 28

21 被害 28

23 月 27

24 行政 26

24 情報 26

24 震災 26

27 課題 24

27 学習 24

27 興味 24

30 知識 23

31 イベント 22

31 受講 22

31 先生 22

34 大切 21

34 被災 21

36 アンケート 20

36 気持ち 20

36 若者 20

36 地域 20

36 復興 20
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で，社会システムに対する認識や関わり方こそが公共
性であるとする稲葉の主張を肯定的に紹介する。そし
て「ボランティアが「生活世界」に閉じこめられてい
く隘路もあるのではないか」と述べた上で，奇しくも
原発事故からの地域再生を例示しながら次のように指
摘するのである。

　　災害復興で，被災者とは親密な関係をつくるのだ
が，原発を作り出してきた社会の仕組みはまったく
視野に入らない，といった状況を考えてみればよい
だろう。そこでは，相互対面的な関係にとどまるボ
ランティアを通した学習は，「共同体」的つながり
の範囲に閉じこめられていて，多様な利害や価値が
衝突し，民主的な討議や熟慮を必要とする公共的な
空間には触れていないことになる。（広田2015,196）

　原発事故の被災地をフィールドとしたフィールド
ワーク・サービスラーニング科目である「むらの大学」
もまた，受講生を「生活世界に閉じこめられていく隘
路」に進ませてしまう危険性を有している。この点は，
受講生が住民と顔の見える関係性を構築し，時には住
民と活動をともにしながら信頼関係を築いていくこと
が「むらの大学」の大切なプロセスである以上，ある
程度まではやむを得ないことだと考えることもできよ
う。「最終レポート」において「原発事故からの避難」
が後景化していたことは，広田の指摘する通り「学習
が「共同体」的つながりの範囲に閉じこめられて」し
まった結果であると考えることもできる。だが逆に，
学生が小高の住民の方々を単に「被災者」と十把一か
らげに捉えるのではなく，それぞれの暮らしや人生を
有する大切な存在と尊重しているからこそ，「原発」
や「避難」などの語を用いた俯瞰的視点からの言及が
あまり最終レポートに出現しなかったとも考えられる
からだ。
　とはいえ，地域についての構造的な把握や，そのた
めの情報収集力，分析力，思考力といったスキルの獲
得について，何らかの改善を行った方がより良いとい
うのも事実である。具体的な対策について節を改めて
考察しよう。

３－３．今後に向けての改善策
　ここまでの分析で，2018年度の「むらの大学」受講
生は「ルーブリック評価」の五つの評価基準全てにお
いて大幅な成長を実感しており，とりわけ他者との活
動を通し協働力やそれに近接する共感力などの成長を
実感していることが明らかになった。その半面，「む
らの大学」を通しての情報収集力や一部の分析力・思
考力の成長実感は限定的である様子もうかがわれた。
また住民との関係性や班員同士の結びつきが強化され
た結果，逆に受講生が狭い「生活世界」に閉じてしま

い，原発事故に関する構造的な把握が難しくなってし
まうというジレンマが存在することも示唆された。
　以上を踏まえ，「むらの大学」の教育効果を保った
まま，学習上の課題を改善していくにはどのような方
法があるだろうか。ここで重要なのは，学生たちが特
に成長を実感している他者との関係構築や協働に関す
る力は，大学内の一般的な授業では身につけることが
難しいスキルであるという点である。「最終レポート」
の分析から明らかな通り，学生たちは1年間という長
い期間をともに過ごし，4人前後の小班単位で調査や
グループ学習，活動の企画・実行を行った経験から，
協働力が成長したと実感している。こうした経験は他
の通常授業ではなかなか得られないものであり，この
ような体験，そしてそれを通じて獲得できる協働力の
成長実感は，まさに「むらの大学」ならではの教育効
果であるといえよう。
　文部科学省が高大接続改革における「学力の三要素」
の一つに「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ
態度」を挙げていることからも明らかなとおり，協働
力は大学での学びにおいても，また大学卒業後におい
ても，今後ますます重視されていくスキルであると広
く見なされている。そしてこの協働力を成長させる経
験が，他の授業ではなかなか代替できない「むらの大
学」ならではの特徴である以上，授業改善の過程でこ
の部分を弱めることは避けなければならない。では協
働力の育成効果を保持しつつ，情報収集力や分析力・
思考力をさらに育てるために「むらの大学」でできる
ことは何か。それは小班ごとの学習や活動の中に，情
報収集（とくにインターネット以外の本・新聞）や分
析・思考の機会を増やすことであろう。教員やコーディ
ネーターが小班ごとの様子を見て，協働しながら情報
収集や分析・思考を行う機会を積極的に提案すること
が，「むらの大学」の教育効果をさらに引き上げる改
善策の第一歩である。
　「生活世界」と構造的把握の問題については，どう
すべきだろうか。こちらはより難問である。先述の通
り，「むらの大学」の特徴である住民との関係性や班
員同士の結びつきの強化が，俯瞰的な課題の把握と，
一種のトレードオフの関係になっていると考えられる
ためである。そして関係性・結びつきの強化は，「む
らの大学」ならではの協働力や共感力などの成長と密
接に結びついていると推察されるだけに，この部分を
弱めることは難しい。
　打開のためのヒントは，この問題点を指摘した広田
の次の文章の中にある。広田は「近代学校は，「文字
を通した学習」を制度化することによって，日常世界
の外側にある広い世界を縮約して「再提示」する教育
を制度化してきた」ことを述べる。すなわち時に狭く
なりがちな「経験からの学び」に対し，「文字を通し
た学習」は「狭い日常世界を超えた視野や知識を身に
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つけることにもなる」と，その意義を再評価している
のである。その上で広田はこう主張する。

　　「社会システム」を可変的なものととらえるため
には，「生活世界」の外側にある「社会システム」
についてのさまざまな概念を把握し，それを組み合
わせて思考し判断することが必要になる。「経験か
ら学ぶ」というのは，もしもそのような「文字を通
した学習」とうまく結びつかない場合には，稲葉の
いう「生活世界」の中だけで完結した狭い学習の回
路を生み出しかねない。自分の経験を絶対視したり
発想や視野が狭かったりする個人を作り出してしま
う，ということである。（広田前掲書,197）

　広田のこの文章は「文字を通した学習」を再評価し
ようとするあまり，「経験からの学び」のメリットを
過小評価している部分もある。広田の議論の中には，
本稿で述べたようなサービスラーニングによる協働力
の成長という視点は欠落している。この点に留意する
と，次のようなことが言えるであろう。広く俯瞰的な
課題の把握や，情報収集力・分析力・思考力などの成
長を目的とする「文字を通した学習」と，住民一人ひ
とりと関係性を築き，班員との信頼関係に基づく活動
により協働性を育む「むらの大学」などのサービスラー
ニングは，学生の成長にとってどちらも欠かせない，
相補的な関係にあるのである。
　すなわち「むらの大学」のさらなる改善には，「む
らの大学」単体での授業改善策に留まらず，これと対
になるような「文字を通した学習」，具体的には原発
事故やその後の地域再生について多角的・俯瞰的に学
べ，課題の構造把握が可能となるような座学の授業が
必要なのである。こうした観点から，筆者は2019年度
のカリキュラム改革に合わせて前期の座学授業「ふく
しま未来学入門Ⅰ」の新設を提案し，取り入れられた。
「ふくしま未来学入門Ⅰ」は本学の全学類教員による
オムニバス授業であり，原発事故が地域にもたらした
諸課題とそこからの地域再生の取り組みについて多角
的・構造的に学ぶ内容となっている。今後は，「むら
の大学」と「ふくしま未来学入門Ⅰ」相互の関係性を
さらに強化し，「むらの大学」受講生には可能な限り「ふ
くしま未来学入門Ⅰ」とのセット受講を薦めること，
さらに両授業の関連性を教員がくり返し指摘すること
で，「文字を通した学習」と深く結びついた「経験か
らの学び」が実現されるであろう。サービスラーニン
グが「座学からの逃走」にならないためにも，教員・
学生の双方が両授業の相補的な関係性について理解す
ることが肝要である。

４．おわりに
　本稿では2018年度「むらの大学」について「ルーブ

リック評価」「成長発見シート」「最終レポート」の三
種のデータを分析し，学習成果と課題を検証した。授
業の効果検証に留まらず，今後に向けての改善策につ
いての考察も行ったことで，2019年度以降の「むらの
大学」授業の学習効果をさらに高めることにも繋がる
であろう。全国の大学でサービスラーニングの導入が
進む中，こうした効果検証や改善策の考察を行うこと
は，他のフィールドワークやサービスラーニングの授
業実践にも応用できる可能性を有すると思われる。
　なお本稿で用いたデータが全て学生の自己評価によ
るものである点は，本研究の有する限界の一つである。
木村・河合（2012）など多くの先行研究においても同
様の限界が指摘され，サービスラーニングの効果測定
における重要な課題と認識されている。近年では杉原
ほか （2015）のように，地域住民と大学教員がサービ
スラーニングにおける評価基準を協働して開発する試
みなども行われており，学習効果検証の基盤となる評
価の多様化についての研究も進められている。この点
については稿を改めて考察することとしたい。

【謝辞】本研究，および2018年度「むらの大学」授業
運営にあたり，南相馬市・川内村の住民の皆様や行政
機関をはじめとする地域の方々，また小島彰教授はじ
め教員・コーディネーター・事務スタッフなど，学外・
学内のたくさんの方から多大なるご協力を頂いた。こ
の場を借りて厚く御礼申し上げる。
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１　2018年度以降の「むらの大学」および関連事業は，本
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学の独自予算をベースに，川内村からの奨学寄付金や南
相馬市の地域課題解決調査研究事業補助金などを受け運
営されている。
２　2017年度の標本数は「むらの大学」受講生が24，一般
学生が288。
３　授業を行ったセミナールームのすぐ隣はインターネッ
トに接続されたPCルームであった。学生の多くはグルー
プ学習や活動の一環で授業時間内外にPCルームを利用
し，同時にインターネットで情報を収集することも多
かったと考えられる。


