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要約 

本論は、保育・教育職を目指す学生の意識が、Chigo Café 参加を通じてどのように変化したのかを明

らかにし、効果的な実習外教育とはどうあるべきかについて考察していくものである。6回のChigo Café

開催において、収集したのべ 93 人の本学学生の自由記述式アンケートから、次のような結果が得られ

た。1）参加学生は、一参加者の視点から保育・教育者および運営者の視点へと変化していった。2）参

加回数が多くなるにつれて、より具体的な課題を捉え、解決策の提案をする記述もみられるようになっ

た。3）学生は、リーダー経験によって、自らの役割を果たしながらもイベント全体を俯瞰的にみる視

点が加わった。4）異学年混合にすることで下位学年の不安が軽減された。このような学生の意識の変

化から、効果的な実習外教育については、活動が継続的活動であり異学年混合で実施することや、学生

からリーダーを選出し学生が主体的に取り組んだと実感できる構成であるが望ましいと推察された。 
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1．目的 

「Chigo Café(チゴカフェ)」は、東京未来大学における学内共同研究「保育・教育専門職を目指す学

生の実習外教育を利用した実践力育成システムの構築」の一環として実施しているイベントである。 

本共同研究は、大きく分けて2つの目的を有する。第一に、保育・教育専門職を目指す学生の実践的

指導力を、ボランティア活動を通じて育成するシステム構築である。第二に、親子を対象とした食育や

表現活動に関わるイベント「Chigo Café」の実施を通じた地域貢献である。ふたつの目的に序列はなく、

いわば両輪として位置づけている。 

第一の目的についてであるが、現在、多くの保育者・教員養成大学において、学生の実践的指導力育

成のためにさまざまな取り組みが行われている。保育教育現場や地域でのボランティア、学習サポータ

ー等といった、保育・教育実習外活動を利用したものも実施されている(森下他2010、2011、山本2012

等)。しかし、これら実習外活動の有用性は、保育者・教員養成者の間で経験的には認められてきたもの

の、十分にそのシステムが検討されているとはいいがたい。そこで本研究では、学生の実習外活動を計
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画実施し、その効果を明確にするとともに実習外教育のあり方を考え、システム構築をすることを目的

としている。 

第二の目的についてであるが、上述した第一の目的の下、学生が企画・運営に参加する地域の親子向

けイベント「Chigo Café」を実施している。それぞれの季節に合わせたお菓子づくりや造形の活動を、

地域の親子、本学の学生・教員とでともにつくりあげることによって、地域の親子への文化振興を行い、

交流を深めることを目的としている。イベントの実施を通じて、学生教育のプロセスを地域の方々に公

開することも、地域に根づき開かれた大学の役割のひとつと考えている。 

本共同研究は2012年度より開始し、2013年9月現在において全6回の「Chigo Café」を実施してき

た。そこで本論では保育・教育職を目指す学生の意識が、Chigo Café 参加を通じてどのように変化した

のかを自由記述式アンケートの分析から明らかにし、効果的な実習外教育とはどうあるべきかについて

考察していく。 

 

2．活動実績および運営方法 

(1) 活動実績 

Chigo Caféは「感じる・つくる・つながる」をテーマに、四季折々の楽しみを親子で味わってもらう

ことを念頭に、毎回内容を精査し、企画・実施している。活動実績は以下の通りである。 

 

表1 Chigo Café 活動実績一覧 

参加人数 
  開催日時 テーマおよび活動内容 

（子ども数） 

参加学
生数 
（名）

「こどもの日をたのしむ」 22組64名 
1 2012.5.6 

フルーツ白玉づくり、兜づくり、手遊び （31名） 
18 

「おはなしの世界をたのしむ」 5組14名 
2 2012.7.7 

タピオカココナッツミルクづくり、宇宙船づくり、手遊び、物語遊び （8名） 
21 

「実りの秋をたのしむ」 11組30名 
3 2012.11.25 

いきなり団子(熊本県の郷土菓子)づくり、打楽器アンサンブル （19名） 
9 

「春をたのしむ会」 14組34名 
4 2012.3.30 

クレープづくり、花コプター(折り紙でつくる竹トンボ)づくり （18名） 
9 

「若葉のときをたのしむ」 7組22名 
5 2013.5.18 

ずんだのおだんごづくり、カエルのお面づくり、歌遊び （12名） 
19 

「七夕をたのしむ」 23組60名 
6 2013.7.6 

米粉ドーナッツづくり、七夕飾りづくり （30名） 
17 

 

(2) 運営方法および方針 

 1)学生募集と事前の指導 

毎回参加希望学生を募集し、誰もが自由に参加できるようにしている。サークル的な集まりではなく、



東京未来大学研究紀要 2014 vol.7 

－ 57 － 

チームをつくっていけるよう配慮している。また、2012 年度に実施した第 1 回から 4 回までは 2 年生

を中心に実施してきたが、2013 年 5 月に実施した第 5 回からは、下位学年を迎え、学生同士の育ちあ

いの効果を狙った。また、事前の指導では、子どもと関わるのにふさわしい服装・言動、心構え等につ

いての諸注意を行うとともに、参加学生が当日の活動の流れや目的を理解し、各自役割をもって自律的

に臨めるよう配慮している。 

第4回のChigo Café からは、学生のなかからリーダー2名を選び、企画・運営に直接関わることを行

っている。そのため、事前にリーダー学生と話し合いを重ね、学生が主体的に取り組めるような配慮を

している。 

 2)Chigo Café の実施 

年4回、季節にあわせた内容で実施している。準備および活動中は教員が立ち会って、即時的な指導

をしている。 

 3)事後の反省会 

一日を振り返って全員がコメントし、教員がアドバイスや指導をしている。 

こうした点に留意して Chigo Café を実施してきた。次項では、その効果を学生の事前・事後のアン

ケートの分析から探っていきたい。 

 

3．参加学生の自由記述式アンケート調査 

(1) 調査の方法 

 1)調査対象：Chigo Café に参加したのべ93人の本学学生を対象とした。 

 2)調査方法：質問紙による調査を行った。アンケートは自由記述式とし、Chigo Café 当日の開始前と

終了後にそれぞれ行った。また、アンケートは、参加回数による変化を見るために記名で行った。 

(2) 調査の内容および期間 

 1)調査内容について 

事前アンケートは、Chigo Café 開始前に感じていることを、自由に記述するものであるが、以下の項

目をあげ、これらを視点として記入してもらった。「参加の理由」「不安や大変に思っていること」「期待

していること」の3点である。 

事後アンケートは、「ボランティアに参加した感想」とともに「不安や大変に思ったこと」「楽しかっ

た、嬉しかったこと」等を記入するものである。 

 2)調査期間については、前述の活動実績参照。 

(3) 調査結果および考察 

 1)有効回答数と対象者の参加回数 

本調査の有効回答数はのべ 59 人で、参加者の 63.4％から回答を得ることができた。回答者の参加回

数は、1回参加が28名、2回参加が9名、3回参加が10名、4回参加が6名、5回および6回参加は各
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3名である。なお、これ以降で取り上げる学生の記述の引用はすべて原文ママとする。 

 2)参加理由および期待について 

①参加理由 

なぜ、ボランティアに参加したのか。事前のアンケートからは、「子どもたちとふれあい勉強したか

った」「経験になり学ぶことが出来る」「前回も参加して、自分の将来のためになると思ったから」など、

ボランティアに参加することによって、子どもと接する機会が得られることと、その経験が将来保育者

になるうえで役に立つと感じて、参加している学生が多いことがうかがえる。また、「前回参加したから」

という回答も多かったが、繰り返し参加する背景には、事後のアンケートにみられるように「思った以

上に楽しかったです」という思いがある。毎回参加している学生の参加理由の変化を追うと、ボランテ

ィアへの興味からはじまり、「今までの経験を生かして」(第5回)、「みんなと一緒にやりたい」(第6回)

と、Chigo cafe というイベント自体をつくりあげようという意識が垣間見られるようになっている。 

②期待するもの 

次に何を期待して参加しているのかについてだが、参加理由と同様に「子どもとの関わりについての

期待」が、全 6 回を通じて最も多い。また、「自分の技術・知識の向上についての期待」も全回を通じ

て一定した記述数がみられた。開催回数ごとにみられる特徴としては、まず、第1、2回においては、「長

くつづいて欲しいなと思います。」「これからもつづけてほしいです」等、Chigo Café自体の存続につい

ての期待を述べた記述がみられた。また、Chigo Café が2年目を迎えた第5回は、初めて、他学生との

交流についての期待を述べたコメントが見られた。「1年生と一緒にできること、楽しみでした。」「いろ

いろな人と話したい。」というものである。地域の親子に向けたイベントであるが、学生にとっては、普

段の生活で接することのない、異学年や異なるクラスの学生との出会いが、こういったボランティアに

参加する上での動機のひとつになっていることがうかがえる。 

③期待内容の変化 

参加回数を重ねるごとに、「子どもとの関わりについての期待」の内容自体が変化している。 

たとえば、参加回数が1回の場合、子どもとの関わりについて、「子どもたちとふれあう」「たくさん

子どもたちと接したいです。」「子どもたちと楽しく過ごせること。」等、学生自身が子どもと接したい、

接してみたいという期待が書かれている。一方で、参加回数が 4 回以上の学生の回答には、「子どもた

ちが楽しんでくれるといいです。」「子どもにとって、イベントだから(筆者注：だからこそ)できること

は何かを知る」等の記述がみられた。 

参加回数の少ない学生の「子どもと接したい」「楽しく過ごせる」といった記述には、学生が自らを

イベントの参加者、さらにいえば「受け取り手」として位置づけていることがあらわれている。しかし、

参加回数を重ねることにより、「楽しんでくれるといい」「子どもにとって、イベントだからこそできる

こと」等といったように、自らをイベントの企画・運営者として位置づけ、子ども達が楽しみ、何かを

経験することを期待するようになってゆくといえるだろう。 
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 3)不安や大変さについて 

アンケートに寄せられた不安は、親子への対応に関するもの、自分に対して感じるもの、全体構成や

会の運営に対するものなどが挙げられた。 

親子の対応に関するものは、事前アンケートでは「子どもと上手く接することができるか」や「保護

者にどのように声かけしていいか分からない」などの漠然とした不安、事後には「2 歳の子に教えるの

は大変だった」「泣いている子にどう接してよいか分からなかった」「飽きてしまっている子への対応が

難しかった」などのように対象を捉えた記述に変化した。さらに、「集中させることが難しかった」「活

動のつなぎの部分でとまどい、自分の知識が足りないことを実感」「どこまで手を出していいのか分から

ない」などの保育内容に対するものも見られた。 

自分に対して感じている不安については、親子への不安と同様に、事前アンケートでは「迷惑がかか

らないか」「何をしてよいか分からない」「臨機応変に行動できるか」のような漠然とした不安の内容の

記述であったが、事後には「自分の役割に集中して、周りが見えなかった」「タイムスケジュールの理解

が浅かった」と具体的な反省点も書かれていた。 

全体構成や会の運営に対するものにおいては、事前アンケートの中で「内容や時間がうまくいくか」

「参加人数が多くて不安」などの不安の記述であったが、「1 つの机に 1 人の担当者がつくといい」「難

易度の違う物を2種類準備しておくとよい」などの提案がなされた記述に変化した。 

全体を概観すると、事前の「不安や大変さについて」は、漠然とした記述が多かったが、事後は活動

直後ということもあり、具体的に捉えた記述が多くなっていた。 

①ボランティア参加回数による差異 

経験値による「不安や大変さについて」の捉えかたの差異を明らかにするため、参加回数が少ないも

のと多いものに分け、どのような記述が見られるか、事後アンケートを分析した。参加回数が1回から

3回の「参加回数少」はのべ34人、4回から6回の「参加回数多」はのべ12人である。 

上述した記述内容を分類し「親子への対応」「具体的な親子への対応」「自分の行動」「全体構成や会

の運営」の4つに分けた（図1）。 

「参加回数少」は、「自分の行動」「親子への対応」が 50％以上であるのに対し、「参加回数多」は、

「漠然とした自分の行動」についての記述はなく、「全体構成や会の運営」が83.3％見られた。「具体的

な親子への対応」は、どちらも40％前後であり、活動を通してどんな場面でどんな親子への対応が不安

だったのかを体験的に感じたようである。参加回数が少なくてもボランティア体験で親子と接すること

で、「不安や大変さ」を具体的に感じることができることが分かった。 

② リーダー経験の有無 

上述したように体験したことに対して、捉え方が具体的になるとすれば、「全体構成や会の運営」に

ついては、リーダー経験者がより具体的に記述していると推察される。そこで、リーダー経験の有無に

よる「不安や大変さについて」の捉えかたの差異を見ていきたい。リーダー経験のある回答者を「リー
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ダー有」10人と経験のない回答者を「リーダー無」49人とし、事後アンケートを分析した（図2）。 

推察通り、「リーダー有」が「リーダー無」に比べて、「全体構成や会の運営」のパーセンテージが高

い結果となり、リーダー経験をすることによって、環境構成や時間配分を考えるという保育者に必要な

視点を獲得していることが分かった。 
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図1 参加回数による比較（終了後）     図2 リーダー経験有無の比較（終了後） 

 

③異学年混合で実施することの意義 

実施回数6回のうち第1回から第4回までは、当時 2年生の一学年のみの参加であったが、第5 回・

第6回は1年から3年までの混合で実施した。ここでは、異学年混合で実施することの意義を明らかに

していきたい。そこで、第 1 回・第 2 回実施時の 2 年生を「混合無」24 名、第 5 回・第 6 回実施時の

現1・2年生を「混合有」13名として、「不安・大変さ」の事前アンケートおよび事後アンケートを比較

した（図3・4）。 

事前アンケートでは、「混合無」が「混合有」に比べて、親子への対応や自分に対する不安の記述が

多いことが分かった。事後アンケートでは、「混合有」が「混合無」に比べて「自分の行動」の記述が多

く見られた。1・2年生は、初めてのボランティアでも先輩（経験者）がいるため、親子の対応や自分に

対する不安が軽減されていることが事前アンケートから推察される。さらに、終了後においては、「自分

の行動」の記述が多く見られたことから、先輩の行動を見ることで出来ない自分への気づきが生まれた

のではないだろうか。 

以上のことから、ボランティアを異学年混合で実施することは、下位学年の不安の軽減や自身の反省

などにつながる結果となり、効果的であるといえる。 

 

（％） （％）
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図3 異学年混合有無の比較（実施前）    図4 異学年混合有無の比較（終了後） 

 

 4)楽しかったこと・嬉しかったことについて 

事後アンケートの「楽しかったこと・嬉しかったこと」についての自由記述の回答は、3 つに分類で

きた。「a 参加した子どもや親から自分への働きかけによる嬉しさ(のべ 29)」「b 参加した子どもの様子

や表情を見て感じる嬉しさ(のべ25)」「c子どもと一緒に何かに取り組むことによる楽しさ(のべ10)」で

ある。 

また、参加回数を重ねることにより、記述がaからbへと変化していくことが明らかとなった。参加

回数 1 回から 3 回の学生においては、a の記述が 62.5%、b の記述が 47.5%みられたのに対し、参加回

数4回から6回の学生においては、aの記述が46.2%、bの記述が61.5%と、逆転するのである。 

学生ごとの、具体的な記述の変化について述べる。例えばある学生は、参加2回目の事後アンケート

では「「またきたい」と保護者の方、子どもたちに言ってもらえた。」と記しているが、4 回目では「誕

生日を祝った際に、子どもの嬉しそうな顔(中略)が見れたこと。」と記している。また別の学生は、1 回

目では「子どもたちが、私のことを「先生」って呼んでくれた。」と記しているが、4回目では「花コプ

ターの活動がおわっても、あそんでくれていて、楽しかった、おもしろかったということが伝わってき

て嬉しかった。」と記している。 

ボランティアに参加して間もない学生は、参加者から自分に対する直接的な言葉がけを受けて嬉しさ

を感じることが多い。しかし参加回数の多い学生は、自分に対する直接の働きかけがなくとも、子ども

の様子や表情の見とりによって彼らが楽しんでいることを感じとり、そこに自分自身の嬉しさを見いだ

すことが多くなっていくといえよう。 

 5)個々の学生の記述からみられる変化 

ここまでに述べてきたように、参加回数を重ねることによって、学生の意識はさまざまに変化してい

く。ここでは特に全 6 回に参加している M と S を例として、自由記述アンケートから見えることを整

理してみよう。先にも示しているようにChigo Café は、第 4 回から学生が交代でリーダーとなって会

（％） （％）
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を運営していて、Mは第4回のリーダーを務めた。一方、Sはリーダー未経験である。 

①学生Mの変化 

Mの参加理由は第1回のみ「何かボランティアに参加したいと思っていたから」と漠然としたものあ

る。第2回以降は「ずっと参加してきて、とても楽しかったのと、子どもと触れ合うことでたくさん学

べることが良いなと思った」「今までの経験を生かして」などの参加することで得られた楽しい思いと経

験を挙げている。さらに第 1 回の終了後から「自分が学ぶ機会にもなりよかった」「いろいろと学ぶこ

とが多かった」「はじめより学びが多かった」などの感想を記し、参加することで学びがあると実感して

いることがわかる。これらのことから、参加して得られた楽しい思いと学びの実感が、次回の参加動機

になるという循環があるといえるだろう。特に第4回目には「自分にどのような力がつくのかを期待し

ます」と記述していて、リーダーを務めることで、これまで以上に大きな学びを得られることを期待し

ている。さらに「1 年生と一緒にできること、楽しみでした」と異学年混合で行うことにも期待が膨ら

んでいるようである。 

不安やうまくいかなかったこと及び感想を見ていくと、自分自身についての視点に加え運営者として

の視点を獲得していることがうかがえる。不安では「ちゃんと役割をはたせるか」「その場その場で判断

して行動できるか」など、自己の行動に対する漠然とした内容から、第4回以降「全体を見る余裕を持

てるか」「皆の連携、1年生にきちんと声かけできるかどうか」など、自らを運営者として位置づけた内

容に変わっている。また、うまくいかなかったことや感想は「声かけや気遣いなど、もっとこうできた

らいいな（後略）」「作ったかぶとでみんなで遊ぶ時、恥ずかしくなってしまって参加しなかった子の対

応で少しとまどってしまいました」という自己の行動に対する反省から「自分のことだけに集中してし

まってうまく周りを見て行動することができなかった点が反省点です」「1年生との連携や意思疎通がう

まくいかなかった」、参加した親子の移動時「まごつき、焦りがでてしまったこと」といったように、運

営者としての反省や運営集団の一員としての反省に変化していく。このように参加回数が増えることは、

視点の広がりを生じさせると言えるだろう。 

Mの記述においては、第3回参加以降、実施前の不安や期待と、終了後のうまくいかなかったこと及

び感想との間に関連が強くなっていく特徴がある。例えば第3回は実施前に「その場その場で判断して

行動できるか少し不安」と記述し、終了後は「自分のことだけに集中してしまってうまく周りを見て行

動することができなかった点が反省点です」と記述している。ここには自分だけではなく、皆と協働す

ることへの意識が向けられるようになった変化があると言えるだろう。この協働することへの意識は、

第 4 回でも見ることができる。実施前は「全体を見る余裕などを持てるかなど不安」として記述され、

終了後には「皆に伝えたりアイコンタクトをして進めたり（筆者注：進めたりすればよかった）」と反省

されている。この第 4 回の反省の内容は、第 5 回の開始前に「皆の連携、1 年生にきちんと声かけでき

るかどうか」不安として記述され、終了後に「1年生との連携や意思疎通がうまくいかなかった」「臨機

応変に対応、想定していないことが起きることをふまえての準備、構成などが課題だと思いました」と
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振り返られている。 

第6回では、前回までの経験を生かそうとする姿がみられる。実施前の不安として「今までの反省を

踏まえて行動できるかどうか」と記述しているのである。Mは第5回までに蓄積してきた反省点を、自

らの課題として認識しているといえるだろう。それは、うまくいかなかったことについての「遊びなど

の引き出しが少ないと実感したこと」という記述や、感想として記述された「前回の反省を生かしなが

ら改善できた部分もあり、また新たに出てくる反省点もあり、学びが多かったです」の言葉からも推察

できる。このようにMは、参加を継続していく中で、課題をもって行動し、その行動から自分への気づ

きを獲得し、次の自己課題を見つけるという循環をつくりだしていると言える。 

②学生Sの変化 

Sの参加理由もMと同様に、前回に参加した経験が「楽しいと思えたから」というものである。第2

回では期待することについて、「自分自身が成長できればいい」と、楽しむ主体から学ぶ主体へと意識が

変容していることが推察される。さらに第4回では「みんなで考えた内容に対して、どう子どもたちが

反応してくれるか」、また第5回では「子どもたちが楽しんでくれるか」などChigo Caféを運営してい

る立場に立って参加者の反応を期待している記述が見られる。しかし、うまくいかなかったことは第 1

回「自分の接し方もよくなかったかもしれません」、第3回「1人の子どもを中心に見てしまい、まわり

が見れていないことがあった」、第 5 回「子どもへの声かけや親の表情や心情を変化を見ることができ

なかった」に代表するように、自己の行動に対する反省的な記述に終始している。さらに第4回目の感

想は「流れがスムーズに行ったのでよかった」、第 5 回目感想は「流れがあいまいでスムーズにいかな

い部分が多かった点が反省です」と、漠然と全体の流れをとらえた記述に留まっている。これらの記述

から、S は第 4 回目以降、運営者としての自らを意識しているが、協働者としてなすべきことについて

は、具体的には考えられていない。 

また楽しかったこと、嬉しかったことは、第 1 回から第 3 回までは「子どもは楽しそうにしていて、

それを見て私も楽しい気分になれました」「すごく喜んで食べていて、よかったなと思った」など、観察

的な視点に立った満足感を示す記述である。第 4 回以降は、「失敗があっても保護者の方がすごくやさ

しいフォローをいれてくれたこと」「子どもが楽しそうに笑ってくれたこと」「お姉ちゃんとして親って

くれた所」など、参加した親子とのかかわりによって得られた満足感を記述するようになる。これは、

全体の傾向とは異なるが、SのChigo Café 参加者とのかかわり方への意識が変わったことが想定される。 

また、第5回、第6回で「子どもへの声かけや親の表情や心情の変化を見ることができなかった」、「1

人1人の様子が見きれなかった」等、同様の反省がみられる。これはSが細やかに子どもの様子をとら

えよういう課題意識をもった現れではないかと推察できる。 

このようにSの記述から、参加回数が増えるにつれて意識が変化していくことが分かる。特に明らか

な変化がみられたのは第4回である。この第4回は学生がリーダーを務めた会である。S自身はリーダ

ーを務めていないが、先にも挙げた「みんなで考えた内容に対して」という表現からも、協働で取り組
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んだ様子がうかがえる。したがって学生にとって自分たち学生の中からリーダーが出るということは、

自らが運営者である自覚を持たせることに有効であると考えられる。 

③学生Mと学生Sの変化から 

Chigo Caféに参加する経験回数が増やえることで、意識が変わっていくことが分かる。その変化は、

漠然とした自分自身が感じる楽しさから、かかわることで他者に楽しい気持ちを味わわせることの楽し

さを感じるようになり、さらには他者に楽しさを感じさせることに必要な、自己の行動への気づきが生

じるという道すじを通ると考えられる。また、リーダーを経験したMは課題意識をもって行動し、その

行動から自分への気づきを獲得、次の課題を見つけるという循環が生まれている。さらには、環境構成

や企画立案の重要性、運営組織の一員として下位学年へ配慮など、明確な課題意識も持っている。一方

Sは、自分への気づきの獲得、協働意識の芽生えを推測させる要素はあるものの、Mにみられたような

循環は明確ではない。リーダーを経験することがその違いに影響している可能性を考えてもよいのでは

ないだろうか。 

 

4．総括および課題 

自由記述式アンケートの分析の結果、Chigo Café へのボランティア参加を重ねる過程で、学生の意識

に以下のような変化がみられることが明らかとなった。参加理由や期待は、子どもと触れ合いたい、楽

しく過ごしたいというものから、子どもに楽しんでいい経験をしてもらいたい、Chigo Caféを他の学生

と共につくりあげたいというものに変化する。これは一参加者の視点から保育・教育者および運営者の

視点への変化とみることができる。また、参加回数が多くなるにつれて、不安や大変さについての記述

も、より具体的な問題に言及するものへと変化し、解決策の提案をする記述もみられるようになった。

さらに、学生がリーダー経験によって、自らの役割を果たしながらもイベント全体を俯瞰的にみる視点

が加わることが考察された。また、2013年度に入り異学年混合での開催となったことが、それ自体で学

生の参加を促す要因となっており、下位学年にとっては参加する際の不安の軽減にも繋がっていること

が明らかとなった。 

Chigo Caféの企画・運営・実施を主導的に行うリーダーを学生自身が務めるようになったのは、第４

回以降である。このことは、リーダーを経験した学生に、イベントの時間配分や環境構成について俯瞰

的にみる視点をもたらしただけでなく、それ以外の学生にとってもひとつの効果をもたらしたと考えら

れる。それは、MやSの事例から示唆されるように、イベントを運営する共同体の一員として、自らの

責任を果たしながらイベント全体を支えようとする協働意識が高まったという効果である。 

このように学生の意識の変化から、効果的な実習外教育について、次の要素があげられる。活動は継

続的活動であること。学生からリーダーを選出し、学生が主体的に取り組んだと実感できる構成である

こと。異学年混合で行うこと。自由記述式アンケートの分析からだけでも、こうした要素をくみ取るこ

とができる。 
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おわりに、今後の課題について述べる。Chigo Caféでは、毎回反省会を実施している。反省会では、

参加した学生が各々自分の感じたこと考えたことを自由に話すのだが、教員からは助言や感想が述べら

れ、さらに学生同士の意見交換などもなされる。本論では反省会の内容については詳しく触れていない

が、反省会の発話の中に「前回、先生から言われたように」や「（学生の）みんなも言っていたが」など

が見られている。このことからも指導的な反省会が及ぼす影響が大きく、その影響により学生の意識に

変化が生じている面も予想されている。そこで今後は、反省会の発話記録の分析、観察による学生の変

化の確認を行い、効果的な実習委教育のあり方についてさらに追求していきたい。 
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