
はじめに

初年次教育の重要性
　近年の社会情勢において、学士課程教育に課さ
れる役割は大きい。日進月歩の知識・情報・技術が
社会のあらゆる領域で活動の基盤として重要となる
知識基盤社会の到来や、それにより加速する社会の
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要　約

　グローバル化する知識基盤社会やユニバーサル段階に達した大学教育の現状から、初年次教育の重要

性が指摘され、各大学で様々な取り組みが行われてきている。本論文は、その１つの試みとして、アカデ

ミック・スキルの育成を目指し、学生がその有用性を認識できるよう教材を工夫した「基礎演習Ⅰ」につ

いて報告したものである。2019年度に当該科目を受講した76名に、授業前後で学修内容についての理解

度と価値の認知をたずねたところ、以下の点が明らかとなった。まず、学修したアカデミック・スキルに

ついての理解度が有意に高まっていた。しかし、学修内容を有用だと感じるといった価値の認知の向上は

見られなかった。したがって、今後、理解度の向上に影響した要因について検討を深めていくことが課題

として残された。最後に、本論文で報告した事例を踏まえ、今後の初年次教育の在り方として、指導方

法を工夫し、その効果について議論する必要があることを述べた。
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グローバル化に対応できる人材の育成が求められ
る。しかし、この要請に応えることは、高等教育が
ユニバーサル段階に達し、学士課程進学率だけでも
50％を越え（文部科学省，2018）、しかも、志願者
のほとんどが大学へ入学可能となっている現状を考
えると、非常に困難と言わざるを得ない。学士課程
入学者の目的意識の希薄化、学力・学習意欲の低下
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が問題となる中、彼らを能動的な学修で必要な知識・
技能を身に付けていく大学生に育て、さらに、社会
を支え改善していく人材にまで育てていくことが求
められる（e.g., 中央教育審議会，2008，2014）。
　こうした状況から、学士課程教育をめぐっては多
年にわたり様々な議論が重ねられてきた。2005年に
とりまとめられた「我が国の高等教育の将来像」答
申（中央教育審議会，2005）のもと、「学士課程教
育の構築に向けて」答申（中央教育審議会，2008）
では具体的な改革の方針が掲げられている。改革は、
入学者受け入れの方針から、教育課程の編成・実施
の方針、学位授与の方針まで、学士課程の教育プロ
セスの全範囲に及ぶ。その中の１つに、初年次教育
の導入・充実がある。
　初年次教育は、「高等学校や他大学からの円滑な
移行を図り、学習及び人格的な成長に向け、大学で
の学問的・社会的な諸経験を成功させるべく、主に
新入生を対象に総合的につくられた教育プログラ
ム」あるいは「初年次学生が大学生になることを支
援するプログラム」と説明される（中央教育審議会，
2008）。学士課程の始まりに、その後の教育に向け
て学生の状態を整える重要な役割をもつものと考え
られる。
初年次教育の内容
　それでは、初年次教育では具体的にどのような教
育がなされるべきなのであろうか。学士課程初年次
に行われる教育としては、初年次教育、リメディア
ル教育、導入教育等、様々な概念が混在している。
そうした中にあって、中央教育審議会（2014）は、「初
年次教育は、高等学校で身に付けるべき基礎学力の
単なる補習とは一線を画すべき」であると述べてい
る。初年次教育と隣接する概念との関係を整理した
濱名（2007）も、同様の理由からリメディアル教育
と初年次教育との違いを説明する。また、国家資格
や免許の必要科目履修あるいはそれを要件とする国
家試験の合格といった専門的知識の修得を目標と
し、そこへ到達する最初の段階として位置付けられ
る導入教育と比較し、初年次教育は、そうした目標

を掲げる学部・学科以外でも広く目標を設定して実
施できるものと捉えている。
　ここで、実際に各大学が取り入れている教育内容
の調査結果（文部科学省，2019）を見てみると、学
問の作法であるアカデミック・スキル修得のための
プログラムが多いことがわかる。2016年度に初年次
教育を実施した715大学（約97％）のうち80％以上
で、「レポート・論文の書き方などの文章作法を身に
付けるためのプログラム」や「プレゼンテーション
やディスカッション等の口頭発表の技法を身に付け
るためのプログラム」が取り入れられている。実施
率は60 ～ 70％台に下がるが、アカデミック・スキル
の教育としては他に「大学内の教育資源（図書館を
含む）の活用方法を身に付けるためのプログラム」
や「ノートの取り方に関するプログラム」等もある。
初年次教育の指導方法
　教える内容に比して、教える方法についての議論
は少ない。学士課程教育では長く教員からの知識の
伝達・注入を中心とした授業が行われてきたことは
周知の事実である。それに対し、近年では、学生が
主体的に教員や他の学生等と協力して問題を発見し
解を見出していく能動的学修（アクティブ・ラーニ
ング）への転換が求められている（中央教育審議会，
2012）。初年次教育も例外ではなく、グループワーク
やディスカッション、体験学習を取り入れた授業が
多数展開されている（e.g., 井下，2018；栗原・広瀬・
實川，2017；安永・須藤，2014）。しかし、その他に
考え得る働きかけについて理論的に検討し、実践し
て効果を検証した例となると、その数は多いとは言
えない。
　そうした中にあって、藤田（2018）は、「何を教え
るか」のみならず、「どう教えるか」も重要であること、
後者について考えるためには学修プロセスを扱う心
理学的理論が有用となることを主張している。初年
次教育の指導方法について検討を重ねていくことが
課題であろう。
本研究の目的
　以上のような初年次教育をめぐる状況を踏まえ、
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本研究では、東京未来大学モチベーション行動科学
部初年次必修科目「基礎演習Ⅰ」において、教育内
容と指導方法の観点から初年次教育の１つの在り方
を提案する。そして、授業前後にアンケート調査を
実施し、授業を通した学生の変容を検討することを
目的とする。
　付言すると、本研究のような教育効果の測定方法
には限界もある。桜井（2017）は、初年次必修科目
の教育効果を測定する際の限界として、学生の学び
が当該科目のみによるものとは言い切れないこと、
単一のクラスのみの教育効果測定では一般化できな
いことを指摘している。本研究においても、同様に
１つ目の限界として、学生は基礎演習Ⅰ以外にも複
数の授業を同時に履修しているため、基礎演習Ⅰで
扱った学習内容の理解度の増加やスキルの習得が当
該科目のみによる影響とは言い切れないことが挙げ
られる。また、２つ目の限界として、基礎演習Ⅰを
受講した学生の結果を、どれだけ一般化できるかと
いう問題がある。
　しかしながら、先に述べたように初年次教育の在
り方や効果測定を巡る研究はいまだ発展途上であ
り、現在のところ、各大学・各授業の取り組み例が
蓄積されている段階である（論文として公表されて
いる例として、藤本，2009；速水・齋藤，2010；杉本，
2018など）。教育効果の測定までを試みた研究とな
るとその数はさらに少なく、１学期間に同じ学生に
対して複数回にわたり調査を行い、量的および質的
分析を用いて解釈を試みるような研究例の少なさが
指摘されている（桜井，2017）。その理由には、先に
挙げたような教育効果の測定の限界の問題もあると
考えられるが、桜井（2017）は、年を追うごとに入
学する学生の特徴も変化していくことが予想される
ことを考えると、何らかの形で教育効果を測定して
おくことが必要であると述べている。その結果をも
とに教育プログラムを継続的に改善することが可能
となるからである。本研究でもこの立場から、学生
調査の集積は機関全体の質保証に寄与するものと考
え、効果の測定としては限界があることに留意しつ

つも、アンケート調査の実施および分析までを行う
こととする。

モチベーション行動科学部「基礎演習Ⅰ」

「基礎演習Ⅰ」の教育内容
　東京未来大学モチベーション行動科学部初年次
必修科目「基礎演習Ⅰ」は、４年次必修科目「卒業
研究」をゴールとする７つの演習科目のうち、最初
に履修すべき科目である。到達目標は、「モチベーショ
ン行動科学を研究する意義について理解すること」
および「アカデミック・スキルを身に付けること」に
ある。
　教育内容としては、主にアカデミック・スキルを
取り上げた。特に、学部を構成する心理・経営・教
育の３つの領域の学修および研究に共通する基本的
技法として、情報の収集・理解・表現に焦点を当てた。
さらに、情報が文章なのかデータおよび図表なのか
によってその理解・表現に必要なスキルが異なるこ
とを考慮し、①図書館・ＩＣＴを利用した情報収集、
②文章読解、③データおよび図表理解、④図表作成、
⑤レポート・論文作成の５つを学修テーマとした。
「基礎演習Ⅰ」の指導方法
　次に、指導方法として、学修内容の価値の認知を
高める働きかけを考えた。学ぶ内容に価値を感じる
と、主体的な学びが生じることが、複数の研究で明
らかにされている（e.g., Hulleman, & Harackiewicz, 
2009；解良・中谷，2014）。そして、そうした学びを
促進する学修の価値的側面には、学修の楽しさや面
白さである「興味価値」、キャリアや日常生活上の有
用性である「利用価値」、また、当該学修に取り組
んで成功することが望ましい自己像の獲得につなが
ると考える「獲得価値」があることが指摘されてい
る（Eccles, & Wigfield, 1985）。
　しかしながら、基礎演習Ⅰで取り上げるアカデミッ
ク・スキルは学問の作法であり、専門的知識の学修
のような面白さは少ない。また、この学修が何につ
ながっていくのかという有用性や将来の自己像も感
じられにくいであろう。
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　そこで、基礎演習Ⅰでは、取り上げた各アカデミッ
ク・スキルの学修に用いる教材として、モチベーショ
ン行動科学の研究テーマとなり得る事例や課題を取
り上げることを指導上の原則とした。これによって
直接的には「アカデミック・スキルはこのような場
面で有用である」という利用価値の認知を、ひいて
はそれを獲得することの価値や学修の面白さの認知
を高めることができるのではないかと考えたためで
ある。さらに、この働きかけは、基礎演習Ⅰのもう
１つの到達目標「モチベーション行動科学を研究す
る意義について理解する」にも繋がることが期待で
きる。
「基礎演習Ⅰ」の授業概要
　全授業内容をTable１に示す。また、レポート・
論文作成を扱った第11～14回の授業については、そ
の授業内容と指導方法の詳細を以下に記す。
「レポート・論文作成」を扱った授業の構成
　到達目標　近年の学士課程教育を巡る議論は
元々、1996年の中央教育審議会答申においてこれか
らの社会を生きていくために必要な資質・能力の総
称として提唱された「生きる力」を育むことを目指し、

進められてきた初等中等教育改革の流れの中に位置
づく。「生きる力」は、言い換えるならば「豊かな人
間性」、「健康・体力」、「確かな学力」を統合した力
であり、「確かな学力」については、特に小・中学
校において学力の三要素（「基礎的な知識および技
能」、「これらを活用して課題を解決するために必要
な思考力・判断力・表現力等の能力」、「主体的に学
習に取り組む態度」）を踏まえた指導の充実が図ら
れるよう、実践が積み重ねられてきている（中央教
育審議会，2014）。
　しかしながら、初等中等教育で十分な力が育まれ
ているとは言い難い。たとえば、本授業で扱う「レポー
ト・論文作成」につながる「書く力」では、全国学力・
学習状況調査で、相手にわかりやすく情報を伝える
ための記述の工夫を捉えたり、目的や意図に応じて
自分の考えの理由を明確にし、まとめて書いたりす
ること（小学校）、情報を自分が伝えたいことの根拠
として読み手に分かりやすいように書くこと（中学
校）などに課題があることが、教育改革が進んだ現
代でも指摘されている（文部科学省・国立教育政策
研究所，2019）。

Table１　全15回の授業内容
回 概要およびキーワード テーマ

１ 「大学で学ぶこと」「モチベーション行動科学部の概要」に関する学部長講話
大学・学部に関する理解

２ 日常生活に見られる「モチベーション」を考えるワーク

３ テキストの概要の把握，テキストと知識の統合の仕方に関する講義とワーク
文章読解

４ テキスト内容に関する疑問生成，批判的読解に関する講義とワーク

５ ＩＣＴを利用した情報の収集と発信，情報の作成と操作に関する講義とワーク 図書館・ＩＣＴを利用した
情報収集６ 図書館の利用法，および，図書や雑誌の検索方法に関する講義とワーク

７ データ・図表を読み解いて活用する力の必要性に関する講義と基礎知識の確認

データおよび図表理解８ 論理的思考（起こりうる可能性を考える）に関する講義とワーク

９ 論理的思考（確率を考える）に関する講義とワーク

10 規則性の理解，Excelを用いた図表作成に関する講義とワーク 図表作成

11 学術的文章の類型と構造に関する講義とワーク

レポート・論文作成
12 レポート・論文のプランニングと情報の整理に関する講義とワーク

13 文章化（段落単位）に関する講義とワーク

14 文章化（文章全体）に関する講義とワーク

15 基礎演習Ⅰのまとめ 総括
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　以上の状況を踏まえ、「レポート・論文作成」に
関する授業では、学士課程の様々な授業で課される
レポートをはじめ、４年次に必修で課される卒業研
究の２万字以上の論文など、大学において作成する
あらゆる論理的文章を念頭に置きながらも、初年次
生であることを考慮し、「レポートを書く上で核とな
る『学生自身の thesis』を決定し、表現すること」
を到達目標とした。
　学修内容と教材　上記目標達成のために、（１）「序
論−本論−結論」からなる学術的文章の構造を理解
し、自分自身の thesis を提示して立証するという文
章 の「 型 」 を 把 握 す る、（ ２） 様 々 な 思 考 
ツールを学び、レポートの核となる自分自身のthesis
を導き出し、その立証方法を構想する、（３）一連の
作業で得られたものを仮説として文章にまとめ、提
出するというステップで授業を展開した。
（１）学術的文章のイメージ把握　学術的文章のイ
メージをもてるよう、大庭（2009, 2018）の「エッセイ・
トライアングルの三層構造図」を示し、「序論−本論
−結論」からなる学術的文章の構造を示した。特に
序論の最後に表明する thesis（筆者によるユニーク
で具体的で明確な意見であり、一番言いたいこと）
の重要性を説き、本論で thesis の正しさを証明し、
最後の結論で再度言いたいことを強調してthesisの
正しさを訴えるという流れをイメージとして捉えら
れるようにした。また、学術的文章で避けるべき表
現について、事実の羅列に終始しないようにするこ
と、作文との違いを意識し「私は」を使わないよう
にすることや、「思う」「なのかもしれない」などの
曖昧な表現を避けるべきことなどに絞って説明した。
（２）思考ツールの活用　レポート・論文作成には表
現力のみならず、書くべき内容をプランニングする
力が必要となる。そこで、「レポート・論文作成」の
２回目となる授業では、レポートのプランニングを
テーマとし、思考の過程を確認することに力点を置
いた。具体的には、様々な思考ツールを使い、自分
の中にある知識を絞り出し、不足している知識をあ
ぶり出す作業をワークとして体験できるようにした。

　思考ツールに関しては教育だけでなく、実務の面
からも各種紹介されているが、授業で使用する思考
ツールは、主に大庭（2018）の「考え方の６つのパ
タン（①発想する「ドーナツ図」、②分類する「樹
形図・構造図」、③比較する「比較図・比較表・ベ
ン図」、④原因・結果を見つける「リボン図」、⑤順
序立てる「フロー図・連鎖マップ」、⑥類似・相似を
見つける「てんびん図」）に拠った。これに桑田（2015）
を参考に⑦複合要素を考える「マトリックス図」を
加え、７つの思考ツールを提示することにした。
　ワーク教材には、ＮＨＫのニュース解説番組「時
論公論」の解説記事を活用した。１つのニュースト
ピックの解説が10分間にまとめられており、その解
説の全文がインターネットで公開されていることか
ら、教材として活用しやすい。学術論文ではないが、
社会的事象について学ぶことはモチベーション行動
科学の研究テーマを考える上でも重要であり、基礎
演習Ⅰの教材として取り上げるのに適していると考
えた。
　実際に用いた題材は、2019年５月22日に放送さ
れた「プラスチックはどこへ行く？」である。最初に、
廃棄物の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約
においてプラスチックごみが規制対象に加えられた
ことにより、国内のプラごみ処理が難しくなるという
ニュースを紹介した冒頭の段落を読んだ。そして、

「バーゼル条約」、「プラスチック」、「マイクロプラス
チック」という３つのトピックについて、ドーナツ図
を用い、自分の持っている記憶・知識・連想を駆使
して、トピックを掘り下げる課題を行った。その上で、
上記の３トピックを各々説明する部分を読み、前述
のドーナツ図に情報を追加・整理する課題を実施し
た。
　次いで、プラスチックのリサイクル先進国といわ
れる日本も、プラごみの行き先をたどると、国外を
経由して環境を破壊している現状があることを指摘
している部分を読み、日本のプラごみの行く先を樹
形図や構造図に整理する課題を実施した。各自でま
とめた思考図をグループ間で発表し合い、他者の理
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解した内容との共通点や異なる点を見つけるグルー
プワークも取り入れた。
　その他、バーゼル条約がプラスチックごみを規制
するに至った理由を文章から読み取り、マルチフロー
マップやリボン図を用いて因果関係を意識する課題
や、プラスチックの便利さが連鎖的に引き起こして
いる社会問題について、文章から読み取ったものを
フロー図や連鎖マップを用いて整理する課題、プラ
スチックと同様、皆が使いたいと思うからこそ、深
刻な社会問題化してしまった類似の事例が他にない
か、てんびん図を用いて考える課題も行い、自分の
thesisにつながる思考を体験した。
（３）レポートの作成　この授業では、テーマを与え
て課題レポートを作成することを求めた。とはいえ、
モチベーション行動科学部は心理を柱としながら、
経営・教育の領域をも複合する分野であることから、
テーマの選定に偏りが生じないよう、配慮が必要で
あった。そこで取り上げたのが、「千住・関屋・堀切
界隈の成り立ちを考える」ことである。大学周辺の
地域社会の社会的事象について考えるこの課題は、
日常の生活圏にあって身近な題材であること、平成
22年度から総務省が推進する「域学連携」地域づ
くり活動につながり得ること、心理・経営・教育様々
な観点から考察可能であることなどが選定の理由で
ある。このテーマに関する仮説構築段階までを1,000
～ 2,000字程度のレポートとしてまとめることを課題
として求めた。
　課題に取り組むにあたっては、先に学習したプラ
ンニングが必要であるとして、以下の講義を行った。
地域社会の地域的事象を捉える視点として、一般的
な「人の集まる場所」について考えること、人の生
活に大きな影響力をもつ「水」や「道」に着目する
重要性を説明した。そして、江戸時代の地図・絵画
と現代の地図・写真を比較して、千住・関屋・堀切
界隈における「道」と「水」の共通点と相違点、お
よびその差異の要因について講義した。「道」につ
いては、日光街道にかけられた千住大橋を起点に千
住宿が発展したこと、川の堤防沿いに道が広がって

いったことなどを説明し、「水」については、江戸時
代の田園地帯であった頃の農業用水路を説明し、そ
れらの痕跡を示すことで、現代が過去から連続した
ものであることを想起できるように努めた。
　課題レポートでは、この講義で説明された視点お
よび江戸時代と現代の共通点・相違点をまとめ、さ
らに各自の関心から、この界隈で「得られるように
なったもの」と「失われたもの」をそれぞれ想起して、
今後の「千住・関屋・堀切界隈」をどうすべきか、
自分の立場を決めて書くことを求めた。

「基礎演習Ⅰ」を通した学生の変容

方法
　対象者　2019年度春学期に基礎演習Ⅰを受講し
た東京未来大学モチベーション行動科学部１年生75
名および２年生１名が対象となった。なお、データ
には欠測値が見られたため、それぞれの分析には当
該部分に欠測がなかった参加者のデータを用いた。
　事前事後調査　授業を通した学生の変容を検討
するため、対象者にアンケート調査を２回実施した。
事前調査に当たる１回目の調査は、授業時間および
研究倫理審査過程の都合から、第５回授業開始時に
実施となった。事後調査に当たる２回目の調査は、
第15回授業終了時に実施した。調査内容は、基礎
演習Ⅰの学修内容の理解度と、学修内容の価値の認
知であった。全項目をTable２に示す。
　学習内容の理解度を問う項目として、基礎演習Ⅰ
で取り上げたアカデミック・スキルのうち、１回目の
調査以前に学修した文章読解のアカデミック・スキ
ルを除く４つについて、理解度を問う６項目を作成
した。その他、立命館大学政策科学部における初年
次必修科目の教育効果を検討した桜井（2017）を参
考に、大学生活や学部について問う４項目の他、基
礎演習Ⅰでは取り上げなかったアカデミック・スキ
ルであるグループワークやディスカッション、プレゼ
ンテーションの理解度を問う４項目についてもダミー
項目としてたずねた。いずれも、「１：全く思わない」
～「７：強く思う」の７件法で評定してもらった。
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　また、学修内容の価値の認知を問う項目として、
中学生の価値の認知を測定した解良・中谷（2014）
の項目を、大学生に基礎演習Ⅰの価値についてたず
ねるよう改変して用いた。日常生活上の有用性をた
ずねる実践的利用価値３項目、キャリア上の有用性
をたずねる制度的利用価値３項目、獲得価値３項目、
興味価値４項目であった。いずれも、「１：全く当て
はまらない」～「５：とても当てはまる」の５件法で
評定してもらった。
　倫理的配慮　本研究は、東京未来大学研究倫理
審査委員会で承認を受けた。また、調査実施にあたっ
て、対象者に、調査は基礎演習Ⅰの学修効果および
今後の課題を検討することを目的とし、回答内容と
成績は関係しないこと、回答は任意であること、デー
タの取り扱いと個人情報の保護について説明した。

結果と考察
　授業の前後で学修内容の理解度および価値の認
知に変容が認められるかを検証するため、まず、値
が大きいほど理解度や価値の認知が高いことを表す
よう各項目のデータを変換した。
　次に、アカデミック・スキルの理解度、大学生活・
学部の理解度、授業で扱っていないスキルの理解度、
実践的利用価値の認知、制度的利用価値の認知、
獲得価値の認知、興味価値の認知各々について、測
定する項目の合算平均を算出し、各心理指標の得点
とした。なお、各心理指標について事前事後調査別
にα係数を算出したところ、概ね.70以上であった

（Table２参照）。最も低い値は.62であったが、先行
研究の知見を重視し、想定した項目群で心理指標を
構成することとした。

Table２　調査に用いた全27項目
心理指標 質問項目

アカデミック・スキルの理解度
（α = .82, .75）

図書館の活用の仕方について理解している
ICTの活用の仕方について理解している
データの読み解き方について理解している
図や表を理解し，表現できる
レポート・論文とはどのようなものか知っている
自分の主張をしっかりとレポートにまとめる自信がある

大学生活・学部の理解度
（α = .62, .67）

モチベーション行動科学科とは何かよく知っている
これからの大学での学生生活に不安を感じている＊

これからの大学での学生生活にわくわくしている
これからモチベーション行動科学科で学びたいことがはっきりしている

授業で扱っていないスキルの理解度
（α = .74, .69）

グループワークやディスカッションとはどのようなものか知っている
グループワークやディスカッションで自分の意見を言うことができる
プレゼンテーションとはどのようなものか知っている
人前でしっかりとプレゼンテーションをする自信がある

実践的利用価値
（α = .69, .81）

基礎演習Ⅰの内容は，私の身の回りで役に立っていると思う
基礎演習Ⅰを勉強することで，身の回りのできごとや現象のしくみを理解することが
できると思う
基礎演習Ⅰの内容をよく知っていると，普段の生活の中で役に立つことがあると思う

制度的利用価値
（α = .70, .77）

基礎演習Ⅰを勉強することは，希望の進路を実現するために特に大事だと思う
基礎演習Ⅰの勉強ができることは，就職するときに役に立つと思う
基礎演習Ⅰの勉強は，卒業単位修得のために特に重要だと思う

獲 得 価 値
（α = .70, .87）

基礎演習Ⅰの学習内容を理解する事で，自分が成長できると思う
基礎演習Ⅰの内容を勉強することで，「こんなふうになりたいな」といった「理想の
自分」に近づくことができると思う
基礎演習Ⅰで学ぶ内容について詳しく知っている人は，かしこい人だと思う

興 味 価 値
（α = .86, .88）

基礎演習Ⅰの勉強の内容は，面白いと思う
基礎演習Ⅰの勉強は，楽しいと思う
基礎演習Ⅰで勉強する内容は，つまらないと思う＊

基礎演習Ⅰで勉強する内容に，興味があると思う
注）心理指標名下の数値は、事前調査、事後調査の順。
　　＊は逆転項目。
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　各心理指標の平均値を、事前調査と事後調査の
間で比較するため、対応のある t 検定を行った。事
前・事後調査における各心理指標の平均値や、 t 検
定の結果を、Table ３に示す。対応のある t 検定の
結果、授業で学んだアカデミック・スキルについて
の理解度が向上したことが示された（t（54）=1.86, 
p<.10）。このことは、一般にアカデミック・スキル
の1つとされるものの、基礎演習Ⅰでは扱わなかっ
たグループワークやディスカッション、プレゼンテー
ション・スキルの理解度が向上しなかったこと（t（59）
=1.45, ns.）をあわせて考えると、調査時期による変
化という解釈を越えて、基礎演習Ⅰの効果を示唆す
るものとも捉えられよう。しかしながら、基礎演習Ⅰ
で扱ったアカデミック・スキル全てを直接的に教授
する講義は、シラバス上、他には見当たらないものの、
その一部を直接的または間接的に扱った講義の存在
は否定できない。本研究の目的でも述べたように、
本研究の調査の結果得られたアカデミック・スキル
の理解度の向上が基礎演習Ⅰのみによる影響とは言
い切れないことには留意する必要がある。
　続いて、学修内容の価値の認知に関する結果につ
いて考察する。基礎演習Ⅰでは、教材にモチベーショ
ン行動科学の研究テーマとなり得る事例や課題を取
り上げることを原則とし、アカデミック・スキルの利
用価値の認知、ひいてはそれを獲得することの価値
や学修の面白さの認知を高めようと考えた。それに
よって、主体的な学びが生じ、理解度の向上につな
がると考えたためである。しかしながら、授業を受
けた学生の学修の価値の認知は、事前調査から事後

調査にかけて低下し、期待した効果は示されなかっ
た。これには幾つかの原因が考えられる。
　１つ目は、事前事後調査における学修内容の価値
の問い方の問題である。「基礎演習Ⅰの内容は」といっ
た始まりで学修内容の価値をたずねた。そのため、
第５回授業開始時に実施した事前調査と、第15回授
業終了時に実施した事後調査では、学生は異なる学
修内容を想定して、その価値を答えた可能性がある。
そうであるとするならば、調査による回答の違いの
原因を調査間に実施された授業に帰することはでき
ない。
　上記の問題を考慮し、学修内容の価値について、
事前調査と事後調査の比較ではなく、事後調査の結
果のみに注目してみる。Table ３に示すようにその
平均値は５件法で2.78から3.55であり、事後調査の
時点において学生が学習した内容の価値を十分に認
知しているとは言い難い。このことから、学修内容
の価値の認知について期待した効果が得られなかっ
たもう１つの原因として、基礎演習Ⅰで取り入れた
教材の工夫が十分に機能しなかったことが考えられ
る。学修教材としてモチベーション行動科学の研究
テーマとなり得る事例や課題を取り上げたが、それ
だけでは、教員がアカデミック・スキルの有用性を
教授していることが、学生には伝わらなかった可能
性がある。解良・中谷（2014）は、中学生を対象と
した調査で、「教師が教えてくれている」と感じた課
題価値について、中学生自身も価値を感じるように
なることを報告している。反対に考えれば、学生が「教
師が学修内容の有用性を教授している」と認識しな

Table３　事前・事後調査における各心理指標の平均値
事前調査 注１） 事後調査 注１） 差の検定 注２）

アカデミック・スキルの理解度 3.98（0.96） 4.19（0.82） t（54）= 1.86†

大学生活・学部の理解度 4.23（1.01） 4.08（0.93） t（58）=-1.28
授業で扱っていないスキルの理解度 4.76（1.07） 4.90（0.82） t（59）= 1.45
実践的利用価値 3.75（0.64） 3.45（0.70） t（58）=-2.76＊＊

制度的利用価値 4.03（0.58） 3.55（0.73） t（59）=-5.32＊＊

獲得価値 3.59（0.69） 3.36（0.78） t（59）=-2.81＊＊

興味価値 3.33（0.68） 2.78（0.79） t（58）= 5.46＊＊

注１）（　　）内の数値は標準偏差を表す。
注２）†; p<.10, ＊; p<.05, ＊＊; p<.01
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ければ、学生も学修内容に有用性を感じない。今回
用意したような教材に取り組ませた上で、アカデミッ
ク・スキルがモチベーション行動科学の研究に有用
であることを言葉でも伝えるなど、教材の扱い方を
工夫して、学生に学修内容の有用性が伝わるように
することが肝要であろう。
　以上の検討を受け、本研究で示されたことを２点
にまとめる。第一に、事前調査から事後調査にかけ
て授業で学修した内容の理解度が向上した。この結
果には基礎演習Ⅰ以外の影響があることに留意しつ
つも、当該科目で扱ったアカデミック・スキル全て
を直接的に教授する講義は他に見当たらないこと、
また当該科目で扱っていないスキルは向上しなかっ
たことを併せて考えると、基礎演習Ⅰがある一定の
効果をもたらした可能性が考えられる。第二に、学
修プロセスに関する事柄である。基礎演習Ⅰでは、
教材を工夫することによって、アカデミック・スキ
ルの価値の認知が高まること、それによって、主体
的な学びが生じ、理解度の向上につながることを想
定していた。しかしながら、事後調査において示さ
れた学修した内容の価値の認知は十分ではなかっ
た。基礎演習Ⅰの授業は、直接的に主体的な学びを
高めるなど、想定していたのとは異なる学修プロセ
スを介して理解度の向上を促した可能性がある。学
修プロセスについて検討を重ねていくことが今後の
課題である。

おわりに

　最後に、初年次教育の研究と実践における本研究
の意義について述べる。本研究は、初年次教育の重
要性が指摘され、各大学で様々な取り組みが行われ
ている中にあって、１つの授業案を示し、その効果
について検討したものである。提案した授業は、教
育内容のみならず指導方法についても考慮したとい
う点に特徴がある。初年次教育が約97％の大学で
実施され、その内容はアカデミック・スキルに概ね
収斂されてきている中にあって、その内容をどう教
えるかが教育効果につながるものと考える。指導方

法に言及した実践例・研究例は未だ少なく、それを
行った本研究は初年次教育のこれからに有意味な事
例を提示したものと言えるであろう。
　また、授業前後にアンケート調査を実施し、授業
を通した学生の変容の検討を行った。結果、提案し
た授業において学修したアカデミック・スキルの理
解度の向上は見られた。一方で、学修内容の価値の
認知は十分には高まらなかった。提案した授業は、
学修教材として、モチベーション行動科学の研究
テーマとなり得る事例や課題を取り上げることを指
導方法の工夫としていた。調査の結果からは、この
指導方法は、学修の価値の認知を介さない学修プロ
セスで、理解度の向上につながったと推察される。
それでは授業の効果の原因はどこにあったのか、こ
の点については、学生の学修プロセスを振り返った
り、新たにインタビュー調査を実施したりして検討
していく必要がある。
　さらに、アカデミック・スキルの向上を促す指導
方法には今回提案した方法以外にも様々なものが考
えられることから、それらについて検討していくこと
も今後の課題である。たとえば、学習者の学習方略
の発達と指導に関する理論や、学習動機の理論など
が参考になろう。このような議論が展開できたこと
が、教育効果の測定を試みたことの意義であると考
える。
　以上のことから、本研究は、初年次教育に関する
研究の進展および東京未来大学の教育改善の一助
となるものと言える。本研究を受けて、新たな授業
を提案し、その効果を検討すること、そうしたデー
タの蓄積によってさらなる分析が可能となることが
期待できる。理論とデータの双方に裏打ちされたよ
り良い授業の提案が見込まれる。
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