
はじめに

　本稿の課題は、初年次教育における合宿形式での研修
活動のもつ教育的意義を、教員養成課程をもつ教育学部
における学生にとっての意義という観点から考察するこ
とにある。
　帝京大学文学部教育学科（1973年創設）は、2012年4
月から教育学部へと発展的に改組したことに伴い、大学
教育のいっそうの充実化をめざしてカリキュラムやFD
活動などに新たな取組みを盛り込んでいる。その一環と
して、他学科・コースに先駆けて初等教育学科初等教育
コースでは、全新入生を対象とする合宿研修を2012年5
月に2日間実施した。初の試み＝実験的導入という性格
のため、事前告知やスケジュール、交通手段などの条件
整備については決して十分とはいえなかったものの、学
生からの実施後の感想はおおむね良好なものとなった。
しかし、感想の結果それ自体は、合宿研修による新入生
教育の有効性をただちに表しているわけではない。
　そこで本稿では、今回実施した一連の研修活動をふり

かえり、実施後のアンケートやレポートに表われた学生
の学習成果（認識の変化や成長）を検証することで、今
後の実践上の課題と展望を提起したい。次年度以降、本
学部他学科・他コースが同じように合宿形式での初年次
教育を行う際の手がかりを示す意味でも、本稿における
考察とその結果は、有意義な知見を提示することになる
はずである。
　合宿形式による初年次教育（新入生オリエンテーショ
ンなど）は、すでに多くの大学で実施されている。多く
は「1年生という早い段階で大学に慣れ、友人を作る活
動を通して、退学者を出さないようにする“つなぎとめ”
対策」として実施しているものと推定される。しかし、
その合宿形式による初年次教育（での教員側の意図）が、
実際に学生たちの「学び」をめぐる認識形成にどのよう
につながっているのかを、そのアウトプットのレベルま
で含めて検証している研究は、管見の限り、十分に蓄積
されているとはいえない。さらに、今回新入生合宿を実
施した本学初等教育コースのように、教員養成課程がそ
のカリキュラムの中核をなしている場合には、教育学教
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要　約

　本稿は、初年次教育における合宿研修の意義と課題を明らかにすることを目的とした。
　Ⅰ章では、新入生合宿の目的と概要を提示した上で、帝京大学初年次教育の目標と照らし新入生合宿
の意義を明らかにした。また、教員側が新入生合宿のヒドゥン・カリキュラムに据えた「きょうどう」性
の概念を提示した。Ⅱ章では、質問紙調査および事後レポートの結果から新入生自身が捉えた合宿研修
の意義と課題を明らかにした。Ⅲ章では、合宿研修事後レポートにおける「きょうどう」を新入生がどの
ように意味生成したのかを明らかにした。以上の内容を総合的に考察し新入生合宿の意義と課題を明ら
かにした。
　本研究の各章の結果から新入生合宿は研修において能動的に参加できる条件を整えることで、学生の
有意義感が高まることが明らかとなった。隠れたカリキュラムが存在する「きょうどう」的で能動的な
研修を準備し、拓かれた身体性でともにかかわり合う場の共有が新入生合宿の意義の一つだといえる。
さらに、体験的な学びである合宿研修に教育学的な価値づけが加わることによって教育学部初等教育学
科初等教育コースとしての新入生合宿の意義が立ち上がる。課題は合宿終了後にいかに学問的萌芽を生
じる条件を整えられるかにある。

　キーワード： 新入生合宿、初年次教育、教育学部、教員養成、「きょうどう」
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育・教員養成教育のカリキュラムのなかに合宿型研修活
動を位置づける意義はどこにあるのか、という文脈とし
て問題を検討する必要性もでてくる。
　このような課題意識を前提に置きつつ、本稿は、2012
年度に帝京大学教育学部初等教育学科初等教育コース

（以下、初等と略す）が行った新入生合宿の実践を事例と
しつつ、以上に述べた二つの視点―「初年次教育」と「教
員養成」―から、合宿型の研修活動がもつ意義と課題を
検討していく。
　合宿研修による初年次教育・新入生教育の実践につい
て考察している先行研究としては、例えば「琉球大学教
育学部が行っている新入生合宿研修」について論じた仲
間らの研究がある（仲間ら2010）。同研究では、同大学教
育学部での過去3年にわたる新入生合宿研修の試みの概
要と試行錯誤の経緯、また、学生へのアンケートの結果
や教員から提起された課題・反省点についてのコメント
などが述べられている。掲載されているアンケート結果
からは、学生・教員とも、合宿型研修を「有意義」と評価
する一方で、その企画運営については、ワークショップ
やレクリエーションの時間配分をめぐる問題のほか、「学
生と教員の連携や役割分担」「学生と教員とのコミュニ
ケーション」「（問題解決型の）ワークショップの課題と
して、短期の事前準備では深い話し合いになりにくいこ
と」（議論の内容に「物足りなさを感じる」という教員側
の意見）などの反省点が提起されているのが読み取れる。
　他に、新入生合宿について考察を行っている近年の研
究としては、神戸女子大学社会福祉学科が行った「新入
生合宿オリエンテーション（OR）の『研究記録』」（社会
福祉学科1回生クラス主任教員2005）、京都教育大学教
育学部社会領域専攻が実施した「新入生合宿研修の実践」
をまとめた香川・荻野（2012）の研究がある。
　これらの研究成果からは、合宿の実施によって学生た
ちの相互理解が深まり満足感が表明されたこと、意識が
積極的な方向へ向いていったことなどの成果が、質問調
査の結果に依拠しつつ示されている。また、合宿研修後
の意識調査や感想記入の活動が学生たちの「今後起こる
かもしれない何らかの不適応を予防する糸口として有効
である」可能性（顕著なマイナス評価や否定的・批判的な記述

がその内容を占めるケース）や、「新入生合宿研修の立案や
実践が引率教員に多大な負担を強いる」といった実践上
の問題点も示唆されている。同じく新入生合宿を実施し
たことがある立場の者からすれば、それぞれ共感される
指摘である。あるいは、今後同様に合宿形式の新入生研
修を計画している立場に対しては、実施にあたってのヒ
ントとなる有益な情報が例示されている。
　だが、これらの先行事例からは、それを実施する教員

が何を意識し、実践を構想すべきかについての手がかり
は得られるものの、学生が合宿の経験からいったい何を
考え、学んでいるのかという、「学び」の実相や効果を読
み取る方途については、依然困難な課題として残されて
いると捉えられる。
　そこで本稿では、以下の手順で、新入生の「学び」の検
証という問題に迫ることとする。
　まず、2012年度初等・新入生合宿の目的と活動概要を
ふりかえるとともに、その「初年次教育」としての位置
づけについて検討する。他の研究成果と同様、まずは今
回試みた合宿概要を基礎資料として提示することによ
り、それが初年次教育の中にどのように位置づけられる
のかを、本学の全学必修科目として1年次のカリキュラ
ムに位置づく「ライフデザイン演習」のシラバスやガイ
ドラインと照らし合わせながら検討していく。
　「初年次教育」という概念が日本の大学において重要
視されるようになってきたのは、ここ10年ほどのことで
あり、その形態は大学によってさまざまである。それゆ
え厳密に定義することは困難だが、本稿では、川嶋（2006）
による定義を援用したい。すなわち、「高校（と他大学）
からの円滑な移行を図り、学習および人格的な成長に向
けて大学での学問的・社会的な諸経験を“成功”させる
べく、主に大学新入生を対象に総合的につくられた教育
プログラム」を指して、初年次教育と捉えることとする。
この定義から読み取れるように、初年次教育の理念は、
多様な学生たちを速やかに大学生活に移行させること

（受け身の勉強から能動的な学びへとスタイルを転換さ
せること）、そして、教室内の学問的経験だけでなく、教
室外での社会的諸経験を含めて総合的に学生を大学へと
包摂しようとする点にある。教室外での諸活動からなる
新入生合宿を初年次教育の一環と捉えて検討することに
よって、本学の初年次教育のあり方に対しても有益な視
点を示すことができるはずである。
　次に、学生に対して行ったアンケート調査の結果、お
よび課題として提出させたレポートを分析対象として、
本合宿の活動主体である学生たちの学びの実相に迫っ
ていく。初等の新入生にはアンケートを通して率直に合
宿での個々の活動に対する感想を表明してもらうとと
もに、レポートを通して自らが学んだ成果を論述しても
らっている。それぞれの結果を詳細に分析していくこと
で、学生の側から捉えたときに新入生合宿の意義はどこ
に見出せるのかを明らかにする。
　さらに、学生の書いたレポートから「きょうどう」を
テーマとしたものに焦点を当て、新入生が合宿研修のど
のような活動を通して、現代的教育課題としての「きょ
うどう」という概念の意味を生成するに至ったのかを質
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的に明らかにする。
　以上の手順を経ることによって、“学生にとっての”意
義という観点から、合宿形式による初年次教育の意義と
課題に迫ることとしたい。

（佐藤高樹）

Ⅰ．初年次教育としての新入生合宿の位置づけ

1．新入生合宿の目的と概要
　はじめに、今回実施した初等・新入生合宿の概要につ
いて述べておきたい。
　今回実施にあたって設定した「新入生合宿」の目的は、
以下のとおりである。

　・ 教育学部初等教育コースの全ての新入生が、より良い大学

生活をスタートできるようにする

　・ 教育学部及び初等教育コースで学ぶ意義について考え、よ

り良い学生生活を送るための知見を得る

　・ クラス内及びコース内の学生相互の交流を深めると同時に

教員との親睦を図り、人間関係構築に貢献できるようにする

（「新入生合宿のしおり」より）

　“初等教育コースの新入生がより良い大学生活を送る
ことができるようにするための条件づくり、とりわけ、
学生が相互に交流を深め、多くの人間関係を構築できる
ようコーディネートする”という点に、実施にあたって
の主眼があった。
　また、二日間の日程については、本稿の末尾に掲載し
た〈資料1〉の通りである。5月の下旬に実施し、場所は
山梨県南都留郡富士河口湖町の西湖の畔にあるホテル

（200名以上の人員が宿泊できる施設）を会場とした。
　今回の合宿実施にあたり、教育学部（旧教育学科）教
員の側では、前年度秋に準備委員会（新年度の初等・新
入生のクラス担任となる教員を中心に構成）を立ち上げ、
複数回にわたって合宿場所の選定や研修内容に関わる議
論、宿泊先や交通会社との交渉を行い、諸項目を確定し
ていった。そのうえで、新年度がはじまる3月には実地
踏査も行っている。学生に対しては、4月の新入生ガイ
ダンスの際に告知するとともに、合同での事前指導とク
ラスごとによる「ライフデザイン演習Ⅰ」（本学初年次
教育、必修科目）の中での担任による指導によって、学
生の参加への動機づけ、および合宿研修への準備活動を
行った。
　次に、当日参加した学生・教員の総数は、表1のとお
りである。欠席学生が若干名いたものの、全7クラスの
ほぼすべての学生が参加するに至った。また教員も、学

部長・学科長はもちろんのこと、担任外の教員、また他
学科の学科長・教員も（自学科における合宿実施の参考
のため）自主的に参加することとなった。さらに、準備
段階では想定していなかった、上級生（教育学科2～ 3
年生）の参加も実現した。参加した上級生は、いずれも
自主学習サークルを立ち上げ、学科教員のサポートのも
と自ら定期的に活動している学生たちであり、教育学部
が旧文学部教育学科の時代からFDの目標に掲げている

「主体的に学ぶ『学生文化』の創造」を具体的に実践して
いる者たちである。新入生たちを「主体的な学び」へと
誘うための模範的存在として、合宿での彼ら／彼女らの
位置づけは大きいものであったといえる。合宿中の上級
生たちの役回りは主に教員や学生への諸々のサポートで
あったが、加えて、今回の参加は自分たちのサークルへ
の新入生勧誘も兼ねており、ゆきの車内での自主企画（ビ
ンゴゲームなど）を運営したり新入生とともに研修に加
わったりするかたちで、彼ら／彼女らは新入生との交流
を自主的に図っていた。
　以上のとおり、多くの参加者（総数204名）をむかえて、
今回の合宿では三つの研修から活動内容を構成した。研
修Ⅰは本学教員によるミニレクチャーを通したオリエン
テーション（「教育学部で学ぶ意味」をテーマとして）、
研修Ⅱ・Ⅲは、体験型のワークショップを取り入れた学
生主体の活動である（概要は〈資料1〉を参照）。
　研修Ⅰ（初日・午後）では、浦野教育学部長、清水初等
教育学科長、そして旧教育学科期に教務委員長などの職
務を通して多くの学生を指導してきた吉田教授による、
各15分ほどの短い講義（および学生からの質疑応答）を
行った。新入生オリエンテーションの延長線上に位置づ
けられる活動であり、本学教育学部での学びを有意義な
ものにし、将来のキャリアを展望するための意識づけ
―キャンパス・ライフへの自覚化―を促す意図的な
働きかけである。教育学部長からは「教育学部で学ぶと
いうこと」と題し、小学校教員採用をめぐる現状、本学
の採用者数をふまえ、今後本学教育学部で学ぶうえで考
えてほしいことや身に付けてほしい力（「主体的に学ぶ
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（表1）合宿参加者人数・内訳
参加者 人数 備考
新入生 175 欠席4名

上級生 12 文学部教育学科2～ 3年生
自主学習サークル所属学生

教員 16
教育学部長、初等教育学科長、

「ライフデザイン演習」各クラス
（1組～ 7組）担任ほか

看護師 1 八王子キャンパス診療所より
計 204
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力」「主体的に物事を考える力」）についての講義がなさ
れた。初等教育学科長は、新しい時代の学力として教育
現場で子どもたちに求められている「PISA型学力」や本
学の教育理念である「自分流」などを引き合いに出しつ
つ、初等において豊かな「学び」を実現する手がかりに
ついて、初等のカリキュラムの枠組みを改めて学生に提
示しながら語った。そして、吉田教授は、今後4年間学生
生活を送っていくうえで学生が陥りやすい生活問題の事
例について、過去の実例をふまえつつ指摘、また、今後
考えるべき対策等を提示した。
　研修Ⅱ（初日・夜）では、“「クラス内での、あるいは学
科内での学生同士の交流が深まる」という趣旨のレクリ
エーション活動を自分たちの手で企画・実施する”とい
う学生主体のグループ・ワークを取り入れた。合宿前の
クラスごとの授業において、それぞれの出し物について
議論・準備する時間は確保している。当日、各クラスか
ら持ち出された企画は「伝言ゲーム」「似顔絵リレー」「猛
獣狩り」「出身都道府県で集まろう」「バースディ・チェー
ン」などであった。これまでの学校教育のなかで学生自
身が体験したであろう活動を追試した企画が多かったよ
うに見受けられたが、一方で、PCの表計算ソフトを使っ
て自らファイルを作成したり、画用紙・模造紙を用意し
たり、プロジェクターを使ってゲームを進行したりと、
企画をスムーズに進行できるようにするための準備や
ゲーム自体へのアレンジを行っていた。そのように各ク
ラスとも企画運営充実への配慮を図っていた点には、学
生たちがお互い協力して、企画のために活動した痕跡が
読み取れた。
　研修Ⅲ（二日目・午前）では、「グループ制作を通じて、
創作を楽しむとともに、協力する喜びを味わい、より深
いコミュニケーションを養いたい」という趣旨に立ち、
本学美術関連科目の担当教員指導の下に正20面体作品
の「きょうどう」制作活動を実施した（写真参照）。コピー
用紙などの裏紙を細く巻いて正20面体を組み立てると
ともに、そこから三角形を意識しつつ、各メンバーが意
見を合わせていろいろな形へと展開していくというもの
である。事前にクラスごとの授業において、3つのグルー
プをつくってそれぞれチーム名を決めておくという準備
を整え、また合宿初日には研修の具体的内容を伝え、紙
を丸めて辺をつくる練習をさせてから、当日の作業に臨
んでいる。
　この「きょうどう」制作活動から、学生は多くの刺激
を受けており、活動に対する彼ら／彼女らなりの理解に
ついては、合宿後に行ったアンケート調査の結果や課題
レポートでの論述に反映している。研修Ⅱも含めて、体
験的な「学び」を取り入れた研修活動に対しては、多く

の学生が積極的に参加し、その活動の意味について理解
しようとする姿勢が読み取れる結果となった（学生アン
ケート、レポートの詳細については、Ⅱ以降で詳述する）。
他大学がすでに実施している新入生合宿においても、学
生の積極的な参加を促すワークショップは必ず取り入れ
られている。そのような参加型・体験型のワークショッ
プをどのようにコーディネートしていくかの検討が、合
宿型研修を実施する際にはきわめて重要だということ
が、今回の合宿を通しても再認識されたといえる。
　そこで、次節以降では、学生の主体性を促す体験的な
研修活動を通して、学生はいかなる「学び」の意義を認
識したのかを、二つの視点―初年次教育、そして、教員
養成―から検討していくことによって描出したい。

2．初年次教育としての新入生合宿
―本学初年次教育「ライフデザイン演習」の目的と照らして―
　今回の新入生合宿は、全学必修科目である「ライフデ
ザイン演習」の授業の一環として行っている（授業2回
分をあてた）。
　したがって、今回の新入生合宿の成果について検討す
る際の視点の一つは、その目標や内容がライフデザイン
演習という本学の初年次教育（あるいは導入教育）の体
系のなかにどのように位置づけられうるのか、にある。
　全学共通の必修科目である「ライフデザイン演習Ⅰ・
Ⅱ」の『講義概要（シラバス）』における「授業の内容」「授
業の到達目標」は、それぞれ以下のとおりである。

「1．授業の内容（Course Description）

 　1年生を対象としたこの科目は、本学の教育理念に基づ

き「社会力」「自己教育力」「専門力」の基礎力を育成するこ

とを目的とします。具体的には、①帝京大学について学び、

さらに授業の受け方を含めて大学での学びの方法を習得し
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ます。また図書館などの学内施設の活用方法について学び

ます。②自分の考えをまとめて、それを文章で表現する技

術を学びます。発表やグループワーク（聞く・話す・ディス

カッション）等を通してコミュニケーションの方法を学び

ます。③就職を含めて、自分の将来について考え自覚し、

計画的に大学生活を送ることを学びます。④自分の学部・

学科の専門の基礎を学びます。

 　　…（中略）…

2．授業の到達目標 （Course Objectives）

①大学での学びの方法を身につける。

②大学や社会で必要な基礎的コミュニケーション力や文章

表現力を身につける。

③自分の将来について考え、自覚をもって計画的に大学生

活を送ることができる。

④自分の学部・学科の専門の基礎を学ぶ準備ができる。」

 　（『平成24年度　講義概要　教育学部初等教育学科

平成24年度入学生用』、1頁より）

　また、本学の大学導入教育研究会が編集した同演習用
テキスト『よくわかるライフデザイン入門―大学生の
ための必須学習術―』（古今書院2010）、および、本学教員
に示されている「ライフデザイン演習のガイドライン」

（2011年1月19日付学内文書）においては、「キャンパス・
ライフ」「アカデミック・スキルズ」「キャリア・デザイン」
という三つの側面から、新入生が大学で学ぶべき「基礎
力」を設定している。
　その育成すべき「基礎力」について、「キャンパス・
ライフ」では次のような到達目標が設定されている。 

「1　高等学校までの学びと大学の学びの違いを理解し、
説明できる」、「2　帝京大学の『建学の精神』『教育理
念』『教育方針』を説明できる」、「3　自分が所属する学
部・学科の教育目標とカリキュラム（教育課程）を理解
し4年間の履修計画・各年次の時間割りを組みこむこと
ができる」、「4　クラスメートや先生の名前を覚えて交
流し、大学における自分の居場所を作ることができる」、 

「5　時間の使い方を意識して、健康に気を付けて規則正
しい生活を送ることができる」。
　また、「アカデミック・スキル」では、「1　読書記録を
つけ、普段から読書の習慣を身につける」や「3　新聞、
書籍などの基礎的な論説文の要約ができ、手紙、小論文、
レポートが所定の書式で書くことができる」、「4　ディ
スカッションやグループワークに積極的に参加できる」
などの到達目標が示される。
　そして、「キャリア・デザイン」では、「1　将来に向け
ての夢を見る。夢の実現を心に描くことができる。（夢を
見続けないと夢は叶えられない。）」、「2　先輩の話など

を聞いて、就職に対する心構えを持つ、と同時に将来に
役立つ資格に挑戦し、自信をつける」、「5　家族、仲間、
恩師との話を通じて自分のよさを再認識して自分の将来
ビジョンを人前で話すことができる」などの到達目標が
設定されている。
　以上の、本学が定めるライフデザイン演習の骨子と照
らし合わせてみるとき、今回の新入生合宿は次のように
位置づけられるといえよう。すなわち、“「キャリア・デ
ザイン」への意図的働きかけを通した、有意義な「キャ
ンパス・ライフ」への意識づけ～グループ・ワークでお互い
の交流を図り、また、多くの人間関係を構築する過程を通して、

キャンパス・ライフを送るために必要なコミュニケーションや

本学学生としてのあり方（自己管理や初等教育学科で学ぶ筋道）

について自覚する～”である。“「キャリア・デザイン」への
意図的働きかけ”とは、今回の合宿では研修Ⅰのミニレ
クチャーがそれに該当する。教授陣からのメッセージを
受け取ることで、学生たちは改めて教育学部・初等教育
学科で、希望する進路である教職をめざす意義について
確認する機会を得るとともに、有意義なキャンパス・ラ
イフを送るための自己管理のあり方について講義を受け
た。そして、研修Ⅱ・Ⅲのグループ・ワークでは、さらに
意義あるキャンパス・ライフを送るための人間関係～互
いに目標をめざして切磋琢磨する関係～を構築する機会
を得ている。“有意義な「キャンパス・ライフ」への意識
づけ”は、このグループ・ワークを通してこそ、学生のう
ちに内面化されうるものであったといえる。
　さらに補足するならば、全学必修科目「ライフデザイ
ン演習」が本学の1年次必修科目に設定された背景と関
わっても、本合宿は本授業開講当初の意図を汲んだ活動
であったと捉えられる。
　本学が「ライフデザイン演習」を開講するに至った背
景には、「『大学全入時代』が近づくにつれ、入学生の学
力及び学習意欲の低下が顕在化している」「今後ますま
す受験生の確保が困難になることを踏まえ、現在注力し
ているキャリア教育において今以上の成果を挙げなけれ
ばならない。そのために、企業が求めている社会人基礎
力（人間力）を持ち合わせた人材を育成する必要がある」
といった全学共通の課題意識があった（FDタスクフォー
ス事務局2006）。
　そして、具体的実践の方策として、当初より「『グルー
プワーク（グループディスカッション）』を取り入れた授
業とする。社会人基礎力（人間力）の向上を図るには、教
員による一斉授業ではなく、学生個々が実際に行う体験
型のグループワークを実施する必要があり、半期全14回
の授業の中の3回程度をこのグループワークにあてる」

（下線－引用者）という「特徴」を取り入れるよう構想が練
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られていた。以上をふまえれば、体験型のグループ研修
（その準備活動を含む）を取り入れた本合宿は、この当初
の構想にも沿うものであったといえよう。

（佐藤高樹）

3．研修活動における「きょうどう」の位置づけ
　WilsonとCole（1996）は指導法と学習心理学の関係を
次のように示している。すなわち、学習指導のあり方は、
1960～ 1970年代後半までは行動主義心理学に依拠し、
その後1980年代後半までは情報処理（認知）心理学が中
心となり、1990年代以降は構成主義理論が主流となっ
ているという。これらの学習観の変容は、その社会的な
背景が大きな影響を与えていると考えられる。スプート
ニクショック以降の先進国における教育の科学化によっ
て系統的に知識を獲得する（伝達する）ことが学習（指導）
の中心となった。しかし、客観的な行動目標を掲げ、「で
きる」ことを目指す行動主義的学習観は知識基盤社会に
はそぐわないものとなっている。同様に、新しい知識や
情報がめまぐるしく創出され、グローバル化、少子高齢
化、格差問題が表出している現代において、認知心理学
による「個人の頭の中で『わかる』」ことだけを目指す学
習にも限界が見え隠れしているといえるだろう。
　現在の学習理論は、知識基盤社会に応じたものが用い
られるべきであり、それは教育学部における大学教育に
おいても一考の価値があるものだといえる。なぜなら、
教育（学）について学ぶ学生は、現在求められている教
育方法にて学ぶこと自体が「理論と実践の融合体験」と
よべるからである。知識基盤社会において重視されてき
ている学習理論は、状況的学習、社会構成主義的学習、
関係論的学習である（美馬2000）、（菅井2000）、（有元
2009）、（田島2003）。
　これらに共通していることは、状況、社会、関係といっ
た「きょうどう」性が不可欠な条件下で、学んでいるこ
との意味生成をすることだと換言できる。状況的学習を
例にとれば、有元（2009）は、レイブとウェンガー（1991）
に倣い、その特徴を以下の4点に集約している。①学習
を具体的な活動と分割することのできない社会的事象と
捉える。②学習を文化的実践への参加の過程と捉える。
③学びの共同体を組織する。④学習者に具体的な役割を
付与する。すなわち、状況的学習は、伝統的な「獲得」と
しての学習および「伝達」としての教育とは大きく異な
るといえる。また、佐藤（2012）は、知識基盤社会の教育
について「『プログラム』（目標－達成－評価）型のカリ
キュラムから『プロジェクト』（主題－探究－表現）型の
カリキュラムへ、『個人学習』から『協同学習』への転換
が必要」と述べている。

　プロジェクト型カリキュラムにおいて協同学習を実践
する「プロジェクト学習」は、生田（2000）によれば、「こ
れからの教育においてさらに求められるもの」とされ、
そこでは「目標が固定されるのではなく、学習者ととも
に対象とする世界を、長期的単元レベルでつくりあげる、
より柔軟で協同的、臨床的指導方法が求められる」とさ
れている。また、高間（2005）によれば、組織変革の条件
は、「人と人とが相互作用の中でよりよい未来を生み出
す場をいかに形成するかの仕掛けをつくることがポイン
ト」だという。さらに、高間は、「企業における社会的構
成主義のプロジェクト学習における一手法としてのアク
ションラーニング」を推奨し、「実際の経営上の課題に対
して、参加者が自ら解決策を考え、実行・検証・問題解決
を行うことで、個人、または組織として学習し、組織能
力の向上につなげる一連のプロセス」と定義づけている。
　以上の点を踏まえ、新入生合宿においては事前準備
から長期的にプロジェクト学習を盛り込むこととした。

「きょうどう」性と主体性を発揮し学習者自ら学ぶ意味
を生成できる「学びの場」を提供できれば、新入生が大
学生個人として成長することと同時にライフデザイン演
習の学級組織能力の向上につながるはずである。また、
学級を超えた人間関係構築を図ることは、同じ学問を学
ぶあるいは同じ職業を目指すという〈想像の共同体〉づ
くり（藤田1996）となり、共通目的を有する同学の士を
得ることにつながると思われる。
　研修の具体としては、研修Ⅱの「仲間づくり活動の創
造と実践」、研修Ⅲの「『きょうどう』制作―正二十面体
作品の創造―」が該当する。いずれも事前段階からテー
マとプロジェクト内容を伝え、事前のライフデザインの
授業において準備の時間を設けた。研修Ⅱにおいては、
あえて手段（学習過程）と目的（学習対象）が共に「きょ
うどう」性の発揮という状況とした。その理由の1つは、
入学したばかりの学問的な深まりがないであろう学習者
の実態から学習対象を教育学的知見にしたところで表面
的な自身の被教育経験を語り合うことに止まりかねない
からである。また、きょうどう性を発揮し同学の士を得
るプロセス自体が、その後の共同体形成に寄与し、初等
教育コースとしての組織能力の向上につながる可能性を
感じたからである。
　ただし、「きょうどう」という文言自体は新入生合宿の
目的には用いていない。学生たちが「きょうどう」をプ
ログラム型カリキュラムの達成目標として捉えることを
懸念したためであり、ヒドゥン・カリキュラムとして位
置づけた。なお、研修Ⅲのテーマ（主題）のみに使用し、
その後の学びの深まりに期待し、意図的にひらがな表記
とした。 （梅澤秋久）
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Ⅱ．新入生合宿の成果と意義をめぐる検討

1．質問紙調査からみる新入生合宿の意義と課題
（1）研究目的と方法
　新入生合宿の成果や課題は、学びの主人公である新入
生の評価によるものが中心でなければならない。そこで、
本章本節では新入生合宿参加者を対象とした質問紙調査
によって量的アプローチから新入生合宿の成果と課題を
明らかにする。
　新入生合宿終了後、ライフデザイン授業内で合宿参加
学生を対象とした質問紙調査を実施した。合宿参加学生
は175名に対し、回収部数は166部であった。
　質問紙調査の具体は、末尾〈資料2〉の通りである。24
の質問項目に加え、合宿の「良かった点」と「課題」につ
いて自由記述で回答を求めた。
　24の質問項目は5件法（5…そう思う、4…どちらかと
いえばそう思う、3…どちらともいえない、2…どちらか
といえばそう思わない、1…そう思わない）で回答を求め、
それぞれの質問項目毎に平均値を算出した。項目間の平
均の差の検定はSPSS19.0による分散分析を実施した。ま
た、Pearsonの相関係数を算出し、項目間の関連を明ら
かにした。欠損データは分析によってはリスト毎に削除
した。なお、有意水準は5％未満とした。また、自由記述
はその理由として妥当だと解釈されるものを質的データ
として使用した。

（2）研究結果と考察
① 単純集計結果
　単純集計結果は以下の図1の通りである。研修目的と

研修方法および質問内容から、質問項目番号1, 2, 3, 10, 
11が研修Ⅰを対象とした項目である。研修Ⅱ，Ⅲは「きょ
うどう」を射程にした研修であり、質問項目番号の4～9
が両研修を対象とした項目となる。さらに、研修Ⅱにつ
いては質問項目番号12～14および17が対応し、研修Ⅲ
については質問項目番号15, 16が対応する質問内容とな
る。質問項目番号18～24は合宿運営全般に関わる項目
である。
　課題的内容は、「7．上級生との交流」（平均値2.74±標
準偏差1.23、以下、カッコ内の数字は平均値±標準偏差
とする）、「9．担任以外の教員との交流」（2.61±1.01）、「21．
帰りの交通手段」（2.40±1.25）の3項目である。これらは、
中間値（どちらでもない）である3点を下回っている。
　Ⅰ章－1で述べた通り、上級生は行きのバスでは全車
に分乗し事前に計画したレクリエーションを実践するな
ど主体的に新入生にはたらきかけていた。また、研修Ⅱ
終了後の自由懇談時にはロビーに上級生とのフリートー
クブースを設置し、研修Ⅲでは上級生は各グループに入
り「きょうどう制作」を手伝ったり担当教員の集計作業
を手伝ったりしていた。そのような状況下で新入生が「上
級生との交流」したという意識が少ない理由として、直
接的に新入生と上級生がコミュニケーションを図る場が
少なかったことがあげられる。自由時間中のフリートー
クブースは、クラス内交流が深まることに反比例して新
入生の姿はほとんど見受けられなかった。また、「きょう
どう制作」場面においても、数名の上級生が黙々と新入
生の作業活動を手伝うだけであり、「教員には聞けない
こと」を質問するような先輩-後輩関係ならではのコミュ
ニケーションを深める場には至っていなかった。質問紙
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図1：新入生合宿　学生アンケート結果全体



梅澤・佐藤：初年次教育における合宿研修の意義と課題

調査の自由記述（課題）においても「上級生との交流す
る時間を設定してほしい」といった要望的記述が9件存
在した。自費で参加している上級生の居場所としても「新
入生と上級生のコミュニケーションの場」の確保は重要
な課題である。
　担任以外の教員とのコミュニケーションについても、
それを誘発する場は皆無であった。バスの乗車前に簡単
な参加教員紹介は行ったが、研修Ⅰの後などに、専門研
究領域や経歴、担当授業などの自己紹介を導入すること
で新入生が話しかけやすくなると考えられる。さらに、
質問紙調査の自由記述（課題）に「研修Ⅱのときに座っ
て見ているだけの先生がいらっしゃったので一緒に参加
してほしかった」といった記述が4件存在した。参加教
員自身も研修Ⅱへの能動的参加（例えば、人数集めゲー
ムおよびその後の自己紹介）をすることで、新入生との
距離を縮めることができると考えられる。
　なお、「帰りの交通手段」については、本節（2）-⑤で
述べる。
　一方、比較対象がない新入生合宿の成果については平
均値が4.5を上回った項目とする。なぜなら、半数以上が

「そう思う」と回答したことになるからである。それら
は以下の10項目（全24項目中）であった。すなわち、「4．
仲間を増やす」（4.79±0.50）、「5．クラスメイトとの交流」

（4.77±0.45）、「12．研修Ⅱが有意義」（4.69±0.61）、「14．
研修Ⅱへの積極的参加」（4.69±0.59）、「16．研修Ⅲへの
積極的参加」（4.57±0.71）、「18．自由時間が有意義」（4.61
±0.68）、「19．合宿施設」（4.75±0.49）、「20．行きの交通
手段」（4.71±0.62）、「22．合宿は楽しい」（4.68±0.58）、「23．
来年の新入生にお勧め」（4.51±0.78）である。
　これらの結果から、新入生合宿の目的である「多くの
人間関係構築」が達成できており、「きょうどう」に関わ

る活動への積極的参加が要因であったことがうかがえ
る。質問紙項目全体の平均値は4.09±0.81となっており、
先の課題の3項目を除けば、全体を通じても概ね有意義
な新入生合宿であったといえる。
　研修の有意義感については、図2のようになっている。
平均の差の検定結果から、研修Ⅱ，Ⅲは研修Ⅰと比べ、
統計的に有意に高いといえる。また、研修Ⅱは研修Ⅲと
比べ有意に高い。
　各研修についての考察は以下②～④で行うこととす
る。

② 研修Ⅰの有意義感とその関連項目について
　「研修Ⅰの有意義感」と関連する項目の相関係数が表2 
の通りである。「教育学部で学ぶ意義」（r=.372**）、「初等
教育学科で学ぶ意義」（r=.370**）、「学生生活の留意点」

（r=.330**）に関するミニレクチャーとの関連が高く、もっ
とも相関が高かったのは「研修Ⅰへの参加度」（r=.528**）
であった。一方、先の図2の通り、「研修Ⅰの有意義感」
が他の研修に比べて低いことから、「参加度」を高める工
夫が必要なことが明らかである。
　自由記述（良かった点）においては、「学部長や学科長
の話で学ぶ道筋が明らかになった」といった肯定的な記
述が11件あり、自由記述（改善点）でも「もっと講義の
時間を長くしてほしかった」という要望が7件あった。
反対に、「教育学入門やライフデザインなど、合宿でなく
ても講義は受けられる」、「研修Ⅰは不要」といった否定
的記述は5件存在した。
　

（表2）研修Ⅰに関連する「相関係数」

 研修Ⅰが
有意義

教育学部で
学ぶ意義

教育学科で
学ぶ意義

学生生活の
留意点

研修Ⅰへの
参加度

研修Ⅰが有意義
Pearson の相関係数 1 .372 .370 .330 .528
有意確率 （両側） **　.000 **　.000 **　.000 **　.000

教育学部で学ぶ意義
Pearson の相関係数 1 .889 .299 .230
有意確率 （両側） **　.000 **　.000 **　.003

教育学科で学ぶ意義
Pearson の相関係数 1 .231 .270
有意確率 （両側） **　.003 **　.000

学生生活の留意点
Pearson の相関係数 1 .164
有意確率 （両側） *　.036

研修Ⅰへの参加度
Pearson の相関係数 1
有意確率 （両側）

**p<.01　*p<.05
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研修Ⅰ<研修Ⅱ**　研修Ⅰ<研修Ⅲ**　研修Ⅱ>研修Ⅲ**　（**p<0.01）

図2：アンケート結果からみる各研修の「有意義感」

③ 研修Ⅱの有意義感とその関連項目について
　「研修Ⅱの有意義感」は、研修Ⅰのそれと同様、全関
連項目との相関が統計的に認められた（表3）。「研修Ⅱ
の有意義感」は「研修Ⅱへの参加度」（r=.566**）ともっ
とも高い相関を示し、「研修Ⅱでのプレゼンテーション」

（r=.460**）、「仲間を増やす」（r=.426**）、「初等（全体）の
仲間との交流」（r=.370**）と続いた。すなわち、仲間づく
り活動自体を自分たちで能動的に実践し合う中で積極的
にプレゼンテーションし、広く仲間と交流し、仲間を作
れたことで有意義感を感じたと考えられる。
　図2の通り、「研修Ⅱの有意義感」は非常に高い。「自
由記述（良かった点）」においても、89件の「研修Ⅱへの

（表3）研修Ⅱに関連する「相関係数」

 研修Ⅱが
有意義

仲間を
増やす

クラスメイ
トとの交流

初等の仲間
との交流

上級生との
交流

担任との
交流

担任以外教
員との交流

研修Ⅱでの
プレゼン

研修Ⅱへの
参加度

クラス懇談
が有意義

研修Ⅱが有意義
Pearson の相関係数 1 .426 .277 .370 .203 .172 .194 .460 .566 .158
有意確率 （両側） ** .000 ** .000 ** .000 ** .000 * .029 * .014 ** .000 ** .000 * .045

仲間を増やす
Pearson の相関係数 1 .492 .382 .011 .099 .076 .363 .277 .056
有意確率 （両側） ** .000 ** .000 .887 .209 .338 ** .000 ** .000 .483

クラスメイトとの交流
Pearson の相関係数 1 .277 -.048 .309 .083 .290 .270 .309
有意確率 （両側） ** .000 .546 ** .000 .291 ** .000 ** .000 ** .000

初等の仲間との交流
Pearson の相関係数 1 .261 .260 .164 .349 .373 .115
有意確率 （両側） ** .000 ** .000 * .038 ** .000 ** .000 .145

上級生との交流
Pearson の相関係数 1 .176 .246 .154 .238 .091
有意確率 （両側） * .025 ** .000 .051 ** .000 .250

担任との交流
Pearson の相関係数 1 .274 .220 .161 .504
有意確率 （両側） ** .000 ** .000 * .041 ** .000

担任以外教員との交流
Pearson の相関係数 1 .290 .154 .230
有意確率 （両側） ** .000 .051 ** .000

研修Ⅱでのプレゼン
Pearson の相関係数 1 .462 .142
有意確率 （両側） ** .000 .071

研修Ⅱへの参加
Pearson の相関係数 1 .008
有意確率 （両側） .924

クラス懇談が有意義
Pearson の相関係数 1
有意確率 （両側）

**p<.01　*p<.05

（表4）研修Ⅲに関連する「相関係数」

 研修Ⅲが
有意義

仲間を
増やす

クラスメイ
トとの交流

初等の仲間
との交流

上級生との
交流

担任との
交流

担任以外教
員との交流

研修Ⅲへの
参加度

研修Ⅲが有意義
Pearson の相関係数 1 .258 .182 .203 .097 .190 .150 .606
有意確率 （両側） **　.001 *　.020 **　.009 .220 *　.015 .056 **　.000

仲間を増やす
Pearson の相関係数 1 .493 .383 .012 .100 .077 .071
有意確率 （両側） **　.000 **　.000 .881 .205 .331 .367

クラスメイトとの交流
Pearson の相関係数 1 .279 -.047 .310 .085 .075
有意確率 （両側） **　.000 .551 **　.000 .283 .341

初等の仲間との交流
Pearson の相関係数 1 .261 .261 .165 .027
有意確率 （両側） **　.001 **　.001 *　.035 .729

上級生との交流
Pearson の相関係数 1 .177 .247 .164
有意確率 （両側） *　.024 **　.002 *　.036

担任との交流
Pearson の相関係数 1 .275 .090
有意確率 （両側） **　.000 .253

担任以外教員との交流
Pearson の相関係数 1 .117
有意確率 （両側） .137

研修Ⅲへの参加
Pearson の相関係数 1
有意確率 （両側）

**p<.01　*p<.05
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肯定感」に関する記述があった。また、「研修Ⅱの事前準
備」（10件）や「きょうどう」（14件）、「活動主義」（42件）
に関する肯定的記述が存在した。さらに、研修Ⅱの中心
的テーマである「仲間作り」に関しては146件の肯定的
記述があり、「自身が教員になった際に学級活動で活用
したい」といった教職につなげる記述も8件存在した。
自由記述（改善点）でも、「研修Ⅱの時間を長くしてほし
い」（3件）、「研修Ⅱについての反省会をし、指導をして
ほしかった」（1件）という記述がみられた。一方で、「時
間を守らないクラスが多かった」（3件）や「研修Ⅱで学
年全体のコミュニケーションという目標は達成できたの
か？」（2件）といった課題的記述も存在した。
　以上のことから、研修Ⅱにおいては、多少の課題は存
在しながらも、ほとんどの新入生が積極的に仲間と活動
を準備し、互いに考えた活動に能動的に参加する中で仲
間との交流を深めていたことが明らかとなった。

④ 研修Ⅲの有意義感とその関連項目について
　「研修Ⅲの有意義感」においては、関連の5項目で統計
的に相関関係が認められた（表4）。他の研修と同様、「参
加度」（r=.606**）がもっとも高い相関を示している。こ
のことは「いかに能動的に研修に参加させるか」が「意
義を感じ」させるために重要であるということを示して
いる。
　自由記述（良かった点）においても、「研修Ⅲへの肯定
的記述」が27件存在した。テーマである「きょうどう」（14
件）や「創造」（2件）と関連させ、グループ内の交流につ
ながったという記述ばかりであった。自由記述（改善点）
においては、「研修Ⅲの評価規準を教えてほしかった」（1
件）や「研修の順位で帰りの時間を決めるのはよくない」

（8件）といった記述がみられた。

⑤ その他合宿全般について
　自由記述（課題）でもっとも多かった内容は、「帰りの
バスも準備してほしい」であり、105件の関連記述があっ
た。「西湖周辺の散策を自由にしてほしい」という教員側
の意図があったが、「疲労で早く帰りたかった」という理
由や「全員が翌日（月曜日）は1限から必修の『教育学入
門』があるのでその1週間は疲労がぬけなかった」、「ど
うせ自費で帰るのだからその分を徴収すれば帰りのバス
もチャーターできるはずだ」、「せっかく仲良くなった友
人を河口湖駅で長時間待たせることになってしまった」
といった帰りのバスを要望する理由が挙げられていた。
図1の通り、帰りの「交通手段」については、質問紙調査
において最も低い平均値を示した内容であり、次年度以
降の改善が求められる事項である。

　一方、自由記述（良かった点）で多く挙げられていた
内容に「自由時間の多さ・時間のゆとり」（20件）がある。
20件すべてが自由時間によって仲間との交流が深まっ
たというように結論づけられていた。中には、「将来の
夢について語り合った」（4件）や「学生生活において切
磋琢磨していく存在を得た」（7件）、「参加する前は正直
行く意味って何だろう思っていたけど、本当に行ってよ
かった。合宿後の授業はとっても楽しく感じている」（1
件）、「それまではクラス内に話をできる人がいなかった
が、この合宿を通して友達が3人できた」（1件）といっ
た記述がみられた。
　総じて、研修Ⅱのような意図的な関係構築の仕掛けの
後に時間的ゆとりを与えたことが、人間関係構築という
合宿の目的および初年次教育における「『キャリア・デザ
イン』への意図的働きかけを通した、有意義な『キャンパ
ス・ライフ』への意識づけ」に寄与していると考えられる。

（梅澤秋久）

2．学生のレポートにみる新入生合宿の成果と課題
　　―学生は何を考え、どのように価値づけたのか―
　本節での課題は、合宿後に学生が書いたレポートを対
象として、その論述内容から学生の大学教育に対する、
あるいは教員養成に対する問題意識―その傾向性を把握
するとともに、働きかける教員側の今後の課題を導き出
すことである。
　合宿後すぐの5月31日（木）のライフデザイン演習（ク
ラス合同で実施）において、前述のとおりアンケート記
入を行うとともに、以下のように、レポート提出の指示
を行った。

以下のテーマから1つ選択し（□にチェックを入れ）、1000字

程度で論述しなさい。

　□新入生合宿で学んだ「きょうどう」の意義

　□教育学部あるいは初等教育学科で学ぶ道筋

　□新入生合宿の教育学的価値

　□次年度の新入生合宿の研修企画案

《評価基準》

・主語と述語の対応　　・段落構成　　・誤字脱字（の無さ）

（以上、文章力）

・テーマの教育学的理解　　・教育学的知識

（以上、専門的知識）

　他の授業企画との関係から提出期限は2週間後という
学生にとってはタイトなスケジュールとなったが、参加
したほとんどの学生がレポートを提出している。
　レポート作成にあたり、教員側からは如上の四つの
テーマを提示した。これを受け、実際に学生から提出さ
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れたレポートをテーマ別に分類してみると、その内訳は
表5の通りとなった。「新入生合宿で学んだ『きょうどう』
の意義」（以下、「きょうどう」と略す）を選んだ学生が最
も多かった。またそれに加えて、同テーマを選んだレポー
トに、とりわけ内容のすぐれたものが多く見受けられた。

（表5）レポートのテーマと件数
テーマ選択 件数

① 新入生合宿で学んだ「きょうどう」の意義 67
② 教育学部あるいは初等教育学科で学ぶ道筋 31
③ 新入生合宿の教育学的価値 39
④ 次年度の新入生合宿の研修企画案 32
    N.A. （その他、当日欠席等） 3

計 172

　「きょうどう」のテーマを選んだものに、とくにすぐれ
たレポートが多くなった理由としては、種々の理由が考
えられるが、ここでは、以下の点を示しておきたい。
　同テーマを選んだ学生の多くは、「きょうどう」という
概念の辞書的定義を自ら調べる（いわゆる辞書引き学習
をする）とともに、その定義を活用して、合宿での研修
体験を振り返り、各研修活動がもつ理論的価値について
自分なりに考察するという作業を行っていた。自分の頭
のなかにあるイメージだけを頼りにせず、その概念の意
味を場合によっては教育学関連書なども参照したりしつ
つ自主的に探求するという「学び」が加わったことによ
り、「学問的な学び」への萌芽がそこに生じたといえる。
その点で、他のテーマを選んだものよりも、質の高いレ
ポートが完成することになったとみられる。
　そこで、「きょうどう」をテーマに選んだ学生レポート
の内容分析はⅢ章に譲り、ここでは、それ以外の三つの
テーマ、すなわち、②「教育学部あるいは初等教育学科
で学ぶ道筋」（以下、「学ぶ道筋」）、③「新入生合宿の教育
学的価値」（以下、「教育学的価値」）、④「次年度の新入生
合宿の研修企画案」（以下、「企画案」）を選んだレポート
を対象に、その論述傾向の分析を行う。ただし、紙幅の
関係もあるため、詳細にその内容を解きほぐしていくこ
とはできない。本節では、「きょうどう」を除く、レポー
ト105件のテキストデータをそれぞれコーディングし、
データを縮約していくことで見えてきた新入生の教職、

「キャンパス・ライフ」、そして、合宿研修をめぐる認識
の概要について記述するにとどめる。
　学生レポートのテキストにそれぞれコードをつけてい
くと、とくに三つの視点（キーワード）が中核として位
置づいているのが見えてくる。（1）〈教職〉の視点（＝「教
師になるために」「理想の教師像」など）、（2）〈人間関係〉

の視点（＝「仲間づくり」「コミュニケーション」など）、
（3）〈研修企画〉への視点（＝実施した各研修への言及、
「開催時期」「上級生・先輩との交流」など）の三つである。
以下、それら各視点が、どのテーマのレポートにおいて
とくに強く表れているかに焦点を当てることとする。そ
して、レポートの内容からみえてきた学生の認識と課題

（内容の問題点）について論じることとしたい。

　まず、②「学ぶ道筋」を選んだレポートについて。この
テーマで書いたレポートからは、以下の傾向を指摘でき
る。

1） このテーマを選んだ学生の多くが「将来教師になる
ための道筋」としてテーマを理解し、論を組立てて
いること。〈教職〉の視点から、大学4年間で身につ
けるべき能力や学びたい分野、活動内容を論じる構
成になっている。

2） 合宿の経験に言及せずに、論を展開しているケース
も多いこと。

3） 研修Ⅰを中心題材として取り上げて論じているもの
が若干（3件）あること（他テーマのレポートでは皆
無）。

　テーマ「学ぶ道筋」は、合宿で言えば研修Ⅰ＝初等教
育学科のカリキュラムや4年間の「キャンパス・ライフ」
などと関わるものであり、おそらく学生にとってはこの
テーマがもっとも書きにくいものであった。そのため、
研修内容と関連させながら論を展開できていないものが
多い。
　論述のパターンとしては、自らが考える課題・目標、
あるいは今後4年間を通して学ぶべき内容について書い
ている学生が多い。例えば、目標ならば「第一に、すべて
の基礎を身につけること／第二に教える力、伝える力を
自分のものにすること／第三に、子どもや保護者との接
し方を知ること」、学ぶ内容ならば「（1年次には）確固た
る意志をつくる／（2年次以降）ボランティアなど現場
の実践経験を積む／（3,4年次で）実習を通して実際の難
しさを知る」といった具合であり、めざすべき「理想の
教師像」への道筋について現段階でもすでに語れるもの
を持っている学生が多いことがわかる。
　だが全体としては、これからの4年間で具体的に何を
学び深めていかなければならないのかという自身の成長
の道筋に関わる問いに対し、研修で学科長が強調したよ
うな学科カリキュラムの特色をふまえながら答えを示す
というように、明確な展望として描くまでには到ってい
ない。また、合宿研修のどの活動で学んだことと関わっ
てそのように考えたのかについて意識的に言及している
ものも少なかった。その点では、作成の指示や評価する
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教員側としても課題が残る内容になっている。
　次に、③「教育学的価値」について。以下の傾向がみら
れた。

1） 〈教職〉の視点から論じているものが多いが、一方で
それに特化せず、〈人間関係〉の視点から（「仲間づ
くり」や「コミュニケーション」などをキーワード
として）論じているものの割合も多いこと。

2） 〈研修企画〉の視点から、研修Ⅱ、Ⅲへの言及・ふり
返りを通して論を展開しているものが多いこと。

　このテーマは、レポートの評価基準にもあるように、
教育「学」の専門的知見を活かしながら合宿での各活動
をふりかえってもらいたいという趣旨で設定している。
例えば、すでにこれまでの学校段階でも経験している合
宿形式で学ぶという活動の教育的意義はどこにあるのか
を、関連書なども参照しながら厳密に検討してもらいた
かったが、そこにまで到っているものは少ない。むしろ、

「よい思い出になる」＝「価値がある」と捉えてしまい、「良
かった」「いい思い出になった」という日記調に書いてし
まうものが見受けられた。「仲間との絆が深まった」など

〈人間関係〉の視点での記述が増えた背景には、この問題
が一端としてある。
　一方、〈教職〉の視点をふまえて議論しているものの場
合、自分が現場に出た場合を想定した文脈で、合宿研修
の価値を捉えているものが多い。例えば、研修Ⅱ、Ⅲの
ような活動を通して、学級のような集団をまとめる「た
いへんさ」の自覚や、他と協力する姿勢＝教師の同僚性

（その文脈で「コミュニケーション」）に言及するものが
みられた。
　最後に、④「企画案」について。当然ながら、〈研修企画〉
への視点で記述しているものが多かったが、案として出
されている内容をみると以下の通りである。

1） 合宿の日程についての言及がみられる。
2） 自然を生かした野外活動などの企画を挙げているも

のがみられる。
3） 上級生や教員との交流を要望するものがみられる。
4） 研修Ⅱ、Ⅲのような体験的な学びを高く評価し、そ

の充実化を図る方向で論を組み立てているものが多
いこと。

　日程に関して書いているものでは、開催時期を4月に
早めるべきだとする提案がみられた。〈人間関係〉の視点
に立った提案であり、5月ではすでにクラスの中で人間
関係が固定化してしまっており、部屋割やグループ分け
でもその固定化された人間関係での行動が多くなるから
だという提案である。
　その提案ともかかわって、上級生や教員との交流を
もっと活発にはかれる企画にすべきであるとの提案や、

クラスごとではなく他クラスとの交流が活発化するよう
な活動をもっと取り入れるべきだとする提案が複数みら
れた。
　また、今回の宿泊地との関係で、自然を生かした野外
活動を企画案として提出したレポートも複数みられた。
例えば、研修Ⅲのような「きょうどう」学習を「飯ごう炊
さん」にし、自分たちで食事をつくるという活動の提示
があった。自分たちの食事がかかっているとなれば「お
遊び気分にならずに一生懸命つくるはずだ」という理由
である。
　さらに、〈教職〉の視点から、「模擬授業」を行うという
企画提案も複数見受けられた。
　なお、このテーマで作成したレポートの多くは、消費
者意識に立った、換言すれば、個人的理由から感じた不
満を並べ立てて終わっているだけのものが多く、アン
ケートの自由記述と差がないものもみられる。自分が企
画するその研修案にどのような価値があるのかを専門的
知見をふまえて検討しているものも皆無ではないが、少
ない。あくまで今回の合宿を経た個人的実感を根拠とし
ながら記述しているものが多く、研修「企画案」を具体
的に提示する段階にまで至っていないという課題をもつ
ものが見受けられた。

　以上、合宿後課題レポートの実態についてその特徴を
見出してきた。これによって、次のような学生の認識と

（教員側の働きかけもふくめての）課題が浮かびあがっ
てきたといえる。
　第一に、合宿の目的にある「学生相互の交流を深める」
については学生にも理解されており、研修の積極的な意
味づけを〈人間関係〉や〈教職〉の視点から捉えつつ、そ
の理解を図っていたことである。それは、今回のレポー
トの場合、「教育学的価値」をテーマに選んだレポートに
おいて、とくに多く表明されていた。だが一方で、レポー
トの評価基準で記したような「教育学的理解」にまでは
到っていないという課題も確認された。〈教職〉の視点で
論じたレポートにおいても、各個人のそれまでの教育体
験（教師を間近でみていた体験）をふりかえり、改めて「子
どもを引っ張っていくたいへんさ」の自覚（その練習の
場としての合宿）といった見解に集中するケースが多い。
もっとも今回の合宿は「教育学的理解」を目的に含めて
はおらず、専門的知識を深めていくことは、今後のカリ
キュラムを通して長期的展望のなかで学生が各自身につ
けていくものでもあるが、しかし、専門的知識をいかに
合宿の経験と切り結ぶ形で学生に学ばせるかは、教員側
の課題として残されたといえる。
　第二に、「キャリア・デザイン」に対する学生の認識を
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めぐっては、やはり〈教職〉の視点が強いということで
ある。これは「学ぶ道筋」をテーマとしたレポートに顕
著にみられる傾向であった。新入生は、それぞれ自分が
卒業するまでに身につけるべき目標や学ぶべき内容につ
いて、「生涯学び続ける教師」などのキーワードを設定し
ながら論じることができている。だが、その目標を実現
させる「道筋」については、具体的にふみこんだ思考に
まで到っていないことも確認された。これは合宿のみで
解決できる問題ではないが、4年間のカリキュラム全体
を見通しながら展望をもたせる必要性を示唆している点
で、教員側としては考えるべき課題が提示されたといえ
る。また、「自分には何が足りないのか」という課題を学
生自身が抽出する作業と関わっていえば、合宿中の仲間
との交流やグループ・ワークを通じた、自身の課題の意
識化を促すことは可能であり、そのような工夫の必要性
を教員側に示したといえる。
　第三に、〈研修企画〉の視点と関わって指摘された諸課
題である。とくに、新入生の意識として浮かび上がって
きたのは、より多様な〈人間関係〉の構築を求める欲求
である。合宿の目的には「学生相互の交流を深めると同
時に教員との親睦を図り」とあり、前者については学生
自身目的を達成したという認識をもっていることが確認
されたが、一方で、教員や上級生との交流については「企
画案」をテーマに選んだレポートからの指摘によって、
課題として示されることとなった。研修Ⅱ、Ⅲへの言及
を通して、体験的な学びの充実化を求める背景には、こ
のような〈人間関係〉の構築を求める欲求があることが、
レポートを通して見えてきた。
　今回の合宿研修を通して表出化した学生の認識や合宿
に対する課題を、以上のように確認することができた。
どのようなテーマでレポートを提示すべきなのかについ
ても、配慮すべき視点（学生がどのように応答する傾向
があるか）を得られた。
　だが、さらに付け加えるならば、以下の点も課題とし
て考慮に入れるべきだろう。すなわち、今回の合宿の経
験をふりかえり、（教師の指導のもとに）その成果や課題
を学生たち自身に捉えなおさせるような学びのコーディ
ネートを合宿研修の一環として組み込む必要についてで
ある。
　今回のレポート課題の提示から提出までの期間は合宿
後から1～ 2週間であり、またその間に新入生は他の学
習活動にも従事しなければならない事情もあって、授業
内で十分に合宿をふりかえる時間をもつことができな
かった。そのため、あくまでもレポート作成は、個人単
位で授業外に行う性格のものなった。レポートはあくま
で独力で作成するものであるという前提を崩さないとし

ても、一度作成した後にお互いの見解を持ち寄りながら、
協同学習の機会を設けることによって、合宿での経験を
新たな視点で考察できた可能性もあったはずである。実
際、ある学生はレポートに次のように書いている。
「合宿が終わったあとにお互いの感じたことを伝え合
うというのも教育学的価値の一つだと思う。始まる前
と終わった後で何が変わったか。友達の数、性格、意
外な一面がわかる、様々だが、やはり教育というもの
に対する印象は大きく変わった。人と関わる職だから
こそ、この合宿は必要だと思えた。」（テーマ「新入生
合宿の教育学的価値」）

　合宿形式による初年次教育の具体的なあり方自体につ
いて、学生同士が、あるいは教員を含めてともに「学び
あう」機会の必要性についても、課題として示されたと
いえる。 （佐藤高樹）

Ⅲ．教員養成教育における新入生合宿研修の意義
―「きょうどう」をめぐる学生の認識に着目して―

1．研究目的
　Ⅰ－3の通り、知識基盤社会における学習において

「きょうどう」要素は不可分である（「きょうどう」をひ
らがな表記にしているのは、協同、共同、協働等の複数
の要素を含んでいるからである）。本新入生合宿は他大
学の先行実践に倣い「大学に慣れ、友人作り」の要素も
含んでいる。しかし、それに止まることは新入生が対費
用効果として合宿の価値を低く感じることにつながりか
ねない。一方、「友人作り」活動に、現代的教育課題であ
る「きょうどう」を意図的に盛り込むことで参加学生の
学び合いが誘発され、その意義自体に気づけるのではな
いかと考えた。
　Ⅱ－1では、合宿終了後の質問紙調査において「きょ
うどう」に関連する項目が非常に高い平均値を示してい
ることが明らかとなっている。
　そこで、本章においては、新入生合宿の意義として参
加学生が「きょうどう」の意味をどのように生成したの
かを質的に明らかにすることを目的とする。

2．研究方法
　新入生合宿終了後、全参加学生に1000字程度のレポー
トを課した（Ⅱ－2参照）。
　全5テーマの中で最も選択されていたテーマが「きょ
うどう」の意義であり、全提出172件中67件であった。
その他のテーマを選択した学生でも内容において「きょ
うどう」的な記述が見られたレポートは49件であった。
つまり、参加した2/3以上の学生が「きょうどう」につい
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図３：レポートからみる新入生合宿における「きょうどう」の意味生成
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て記述したことになる。本章では、分析プロセスにおけ
る切片化において趣旨が一貫している文章が望ましいこ
とから「『きょうどう』の意義」を選択した全学生レポー
トから新入生合宿において意味生成された「きょうどう」
について分析する。
　論述された文章データを質的データ分析法（戈木
2008a，戈木2008b）であるグラウンデッド・セオリー・
アプローチによって分析をした。まず、文章データを切
片化し、プロパティとディメンションに基づき「ラベル
名」（図3内の言葉）をつけた。次に、各ラベルを図にお
いてグレーの□で囲まれた「カテゴリー」にまとめ、そ
れぞれに名称をつけた。さらに、その中を「サブカテゴ
リー」（小さな□）で分類した。最後にそれぞれのカテゴ
リー内外の関係を捉え、矢印で関連を明らかにし、67名
の新入生が立ち上げた「きょうどう」の意味を解釈した。
なお、作業は大学教員2名で実施した。

3．研究結果
　図3に示すとおり、最も多かったラベルは、ひらがな
表記の「きょうどう」に関する内容であった。
　そのため、「きょうどう」カテゴリーをコアカテゴリー
とした。新入生が考える合宿における「きょうどう」は

「コミュニケーションを目的」とし、「目標を共有」した
「関係性を深める」ための活動だと捉えられる。学生たち
は、事前のライフデザイン授業における研修Ⅱの準備段
階から合宿当日の研修Ⅱおよび研修Ⅲまでの多くの状況
において「きょうどう」の必然性が与えられていたとし、
中には新入生合宿全般にきょうどう性の発揮場面を見出
している者もいた。「きょうどう」の場面においては、「積
極性」や「主体性」などの能動的資質に加え、「配慮し合う」
ことや「分かち合う関係性」などのケア的資質を兼ね備
えた「コミュニケーション資質」を発揮しつつ「価値の
ある学び」を生成し、結果的にその「資質や能力の向上」
につなげていると解釈できる。また、その結果として「達
成感」、「一体感」の共有をし、「信頼関係構築」、「仲間意
識の向上」といった正の「関係性の変化」を生じさせ、「関
係性における『きょうどう』の意味」を生成したと解釈
できる。また、「きょうどうの成果」として、「協調性」や

「人間性」、「他者理解」や「対話力の向上」といった「資質・
能力に関する『きょうどう』の意味」も立ち上がっている。
これらの意味生成を通じて、「新入生合宿の成功」意識が
高まっていると考えられる。
　一方で、「きょうどう」的な活動自体が「教職のため」
の「実践的な学び」と価値づけているカテゴリーも表出
している。さらに、「共同体」という離れカテゴリーでは、
小学校教員になるという「共通目標達成のための組織」

という初等教育コースに特徴的な意味づけもなされてい
る。
　「きょうどう」と非常に近い形になったのが「協働」カ
テゴリーであった。「目標を共有」し、「問題解決に向け
た協力的活動」という点と「絆」、「信頼関係構築」という
意味生成を行っている点が類似しているといえる。
　一方、「協働は、協同と共同を『手段』として働き合う」
というラベルから、「共同」および「協同」カテゴリーと

「協働」では差異が認められる。「協同」と「共同」の各カ
テゴリーに目を向けても「目標共有」というラベルは認
められず、特に「共同」においては、必要条件かつ成果と
なりうる双方向的な「資質・能力」に関するラベルは存
在しない。「協同」においても、その成果ラベルの少なさ
とプロセスの単純さから「きょうどう」および「協働」に
つながるものと解釈された。
　多くの学生が辞書や文献を引用し、「共同」においては、

「2人以上の者が力を合わせる」ことが意味づけられ、「協
同」は、「心と力を合わせる」ことと「分担的活動」であ
ることが意味づけられている。また、「協同学習」の定義
を引用している学生もおり、事後レポートでの資料活用
の有効性が垣間見える。
　それら以外の「きょうどう」では、複数のラベルが認
められたのが「教導」であった。研修Ⅱにおいての自身
のクラスが先頭に立つ場面で「全体を動かす力」や「リー
ダーシップ」としての「教」え「導」く力としての意味づ
けをしている。また、研修Ⅰにおいては、講義によって
受動的に「教」える「道」を「教」え「導」かれていると意
味づけていた。

4．考察
　Ⅱ－1のアンケート結果とも併せ、量的にも質的にも
参加学生たちは、合宿研修において「きょうどう」の価
値を強く感じているといえる。「きょうどう」の意義自体
がレポート課題となっているため至極当然のように思わ
れるが、合宿中に教員から「『きょうどう』とは○○とい
うものである」というレクチャーは一度も行っていない。

「きょうどう」ラベルにつながるレポート原文の特徴は、
ひらがな表記であることに着目し、辞書や教育学関連書
を引用して自身の合宿研修における体験と結びつけて論
じていたことである。まさに自分たちの経験の中で「きょ
うどう」の意味生成を行ったといえる。また、ひらがな
表記の「きょうどう」に内在する「協働」や「協同」、「共同」
などの特徴を明らかにし、それぞれにおいて意味を立ち
上げている。
　単に「仲間作りをしなさい」と伝えてもこのような結
果になるとは考えにくい。Ⅰ－3で述べた「ヒドゥン・カ
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リキュラムとしてのプロジェクト学習」の存在および、
改めて価値を見つめ直す必然としての「事後レポート」
の存在が、新入生合宿での価値ある「きょうどう」の意
味を生成したと考えられる。

（梅澤秋久）

おわりに

　本研究は教育学部初等教育学科初等教育コースにおけ
る新入生合宿の意義と課題を明らかにすることを目的と
した。
　新入生合宿はそこに内在する研修において能動的に参
加できる条件を整えることで、学生の有意義感が高まる
ことが明らかとなった。特に「きょうどう」の必然をも
たせた研修においてはその傾向が顕著であった。
　新入生のレポート内容の分析から彼ら／彼女らが意味
生成した新入生合宿は、きょうどう性への「気づき」と「学
問的価値付け」が中心的内容だといえる。最も質的・量
的に評価が高かった研修Ⅱの成功要因を例にすれば、以
下の2つの「きょうどう」に関するヒドゥン・カリキュラ
ムが存在した。
　プロジェクト単元として自クラスの「仲間づくり活動」
の準備をしてきた学生たちは、研修Ⅱにおいて自クラス
の活動を成功裏に進めたいと考えるであろう。なぜなら、
入学段階で新入生全員が教職履修を申し込むという初等
教育コースの学生の特性から鑑み、「人前で話す」、「仲間
づくりを促す」、「活動を考え実践する」といった「こと」
の重要性は感じているはずだからである。さらに、ライ
フデザインの授業を活用して準備するということは、各
担任は学級経営を公開することに等しいため（多少の温
度差は否めないものの）全担任が活動準備支援を行って
いた。つまり、事前から本番までの担任を含めた学級内
の「きょうどう」と、その成果自体が他クラス内および
クラスの枠をこえた人間関係構築に資するという相互作
用が、1つめの「きょうどう」に関するヒドゥン・カリキュ
ラムである。
　さらに、ここでいう成功裏とは人間関係構築に資する
ことであるが、そのためには「あたたかでやわらかな」
身体性・空間性が不可欠となる。つまり、自クラスの活
動を成功裏に進めるためには、他クラスの活動に積極的
に参加する身体性を維持すること、および「あたたかで
やわらかな」空間性を学年全体で創造・維持することで
為せるといえる。すなわち、「心と体が一体となった『拓
かれた身体性』」で個と個がかかわり合うということと、
自学級および他学級の提案活動をともに成功に導くであ
ろう「あたたかでやわらかな」空間性創出が渾然一体と

なる状況を予め演出している。さらに、「旅の恥はかきす
て」というように拓かれた身体性は、日常とは違う空間
において発揮されやすい。合宿を通じた「きょうどう」
に関する身体性と空間性の渾然一体化が2つめのヒドゥ
ン・カリキュラムだといえる。
　そのヒドゥン・カリキュラムを推進する総合的なファ
シリテーター役の教員の存在も不可欠であろう。参加教
員の事後アンケートに「研修Ⅱの教員の関わり方が重要

（準備、当日の進行ともに）と感じた」、「（小・中・高などの）
教員の経験のある先生の、学科会議等でのおつきあいで
は分からなかった身のこなし（身体性、表情）、話し方、
指導・援助の方法・内容などに驚嘆しました。脱帽!でし
た」、「内容的には、良くねられた活動で、総合プロデュー
サーのすばらしい技と大変さが忍ばれました」といった
3名の学部教員からの記述があった。能動的な研修のた
め学生が各クラスのプレゼンテーションの中心を担うこ
とは不可欠である。しかし、彼ら／彼女らがいくら拓か
れた身体性で参加し合っていても150名を超える（自ク
ラスを除く）学生を巧みにコントロールすることは困難
であろう。そこで、それら学生による能動的な研修の状
況に応じてメタ的に活動を促進させる教員の役割が重要
になることを付しておく。
　以上のように隠れたカリキュラムが存在する「きょう
どう」的で能動的な研修を準備し、拓かれた身体性でと
もにかかわり合う場の共有が新入生合宿の意義の一つだ
といえる。
　しかし、それだけでは単なる「仲間づくり」活動であり、

「大学の学校化」につながりかねない。すなわち、研修に
内在する学問的価値に気づき、それを理論的に価値づけ
られることが大学における新入生合宿においては不可避
であろう。しかし、新入生合宿の目的自体には教育学的
理解を含んではいない。およそ24時間しか共同生活を送
ることができない新入生合宿のプログラムにおいて学問
を前面に出しては「拓かれた身体性」は期待できないと
判断したためである。そのため、専門的知見を盛り込む
ための猶予期間を与えなくてはならない。つまり、合宿
終了後のレポートの存在がその役を担っているといえよ
う。学生たちは体験的な学びをまさに「からだ」で感じ、
気づいた価値を理論的に再構築するために辞書や教育学
関連書等を活用していく過程で「学問的な学び」の萌芽
が生じたと考えられる。特に、「新入生合宿で学んだきょ
うどうの意義」をテーマに選んだ学生のレポートにおい
ては文献活用の頻度が高く、学問的萌芽傾向が顕著で
あった。
　総じて、体験的な学びである合宿研修に学問的、特に
教育学的な価値づけが加わることによって、教育学部初
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等教育学科初等教育コースとしての新入生合宿の意義が
立ち上がるといえる。
　一方、ここで新入生合宿における課題も明らかにして
おく。Ⅲ章にまとめられた「きょうどう」の意味生成は

「きょうどう」に関する事後レポートの総体である。「きょ
うどう」の学問的な価値づけに資する内容だといえるだ
ろうが、あの分析は教員だけで行っている。つまり、学
生は文献を活用し、個々には学問的に「きょうどう」の
意義を明らかにしているが、他の学生が何を感じ、何を
調べ、どうまとめたかは知り得ない状況である。「合宿が
終わったあとにお互いの感じたことを伝え合うというの
も教育学的価値の一つだと思う」というレポート記述に
ある通り、学級内での教員を含めた他者との学び合いの
機会を提供することも新入生合宿をより一層有意義なも
のにすると思われる。例えば、新入生合宿に関してのキー
ワードを付箋にできるだけ書き出し、グループ毎にKJ
法によって新入生合宿の意味生成を行い、発表し合った
後にレポート「例：新入生合宿の意義」を課すといった
方法である。これによって、「きょうどう」以外のテーマ
に対するレポートに多くみられた合宿研修との関連が不
明瞭な内容や「『良い思い出』＝『価値がある』」といった
日記レベルのレポートに対する抑制効果が期待できる。
もちろん積極的な文献活用を促して、である。
　次の課題は、新入生と上級生および教員との人間関係
構築である。これは新入生の要望であり、上級生の居場
所の確保でもある。次年度以降の研修企画を考える際、
念頭に置く事項である。
　課題の最後は帰りの交通手段の改善である。帰りも観
光バスをチャーターすることは必然である。
　以上の課題を新入生合宿担当教員が中心となって改善
していくことで、より意義深い教育学部初等教育学科初
等教育コースにおける新入生合宿が再構築されていくと
考える。

（梅澤秋久）
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〈資料1〉新入生合宿の日程と研修の趣旨（「新入生合宿のしおり」より一部抜粋）
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〈資料２〉初等教育学科新入生合宿アンケート
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