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体験による気づきから学びを引き出す「サービスラーニング」1
―工科系の特質を生かした社会貢献活動体験型授業科目―
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Service Learning—Learning by Experiences1
—Experience-Type Subject Making Use of Characteristics of Engineering—
Satsuki TASAKA2, Nobuo KIEDA3, Mitsutoshi ISHIMURA4, Hidetaka OHNO5, Hikaru MIZUTANI6,
Naoyuki FUTAMI7, Hiroshi MAIWA8, Hirohiko HONDA9, Hiroyuki KIMURA10,
Hiroyuki SATO11 and Hiroko MIZUSAWA12
For a long time, we have been considering a curriculum in which experiences will motivate students to learn. As a result, the new curriculum started in 2006 and students can freely choose an experience-type subject from the first year.
The most typical experience-type subject is “Community Service.” We have adopted our original “service learning”
which directly connects learning with service. We expect that students will get learning through experiences in this
class.
In this paper, we observe “a service learning practice reports of Community Service,” and analyze the contents of
learning that students got through their experiences. It has been claimed that we need students’ majoring fields of education to be connected with education of citizenship in order to encourage students to learn positively.
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本論文は，「工科系大学におけるサービスラーニング
教育―工科系の特質を生かした社会貢献活動実践型授
業科目―」『湘南工科大学紀要』2006 の続編であり，
2006 年以降を中心に授業改善の取り組みの成果を中心
に扱う。
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最近，学生の学力低下や就労意欲の低下が問題視され
ている。大学の勉強が社会で役立つどうかが見えない状
態では，学習意欲が低下し，社会に出て働く活力もわか
ないだろう。しかし授業の中で，地域課題の解決のため
に大学の勉強が役立つことを示し，大学での学びを活か
す場を地域に創り出せば，そこで学生は自分たちの社会
的役割や存在意義に気づき，大学で知識や技術を学ぶ意
欲が高まると思われる。さらに様々な立場の人々と成し
遂げる喜びを知り，協調性やコミュニケーション能力，
実践力や責任感を身に付けた活力ある学生に成長するこ
とが期待される。
近年，このような社会的な背景から，社会活動を学び
と結びつける教育方法として，英国のアクティブラーニ
ング，米国のサービスラーニングへの注目が高まってい
る。しかし，外国の手法の安易な移入は危険である。
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個々の社会貢献活動がもたらす教育効果を検討しつつ，
大学教育との連関をつける必要があり，大学での学びと
結びつかないボランティアを単位化することには疑問が
残る。
本学は，長期にわたって体験を学習の動機づけとする
カリキュラムの検討を行ってきた。そして，1996 年度か
ら 3 度のカリキュラム改革を経て，2006 年度には体験科
目を 1 年次から自由に選択できる自分型カリキュラムが
開始された。大学の学びと体験とを有機的に連関させる
点では，アクティブラーニング，サービスラーニングの
持つ方向性と一致する。大学の学びを生かす場を地域と

図 1 「社会貢献活動」のサービスラーニング

協働で創出する中，福祉ものづくりや文化財の IT 博物
館等，社会の要請に応えた工科系のプログラムが誕生し

たい。

た。

本論の構成は，まず 1 では，体験型授業科目の今日的

中でも典型的な体験型授業科目は「社会貢献活動（社
会貢献活動 1，社会貢献活動 2）」である。この科目は，

意義を示し，2 で湘南工科大学が社会貢献活動実践型授

他の体験型授業科目とは異なり，50 時間の地域社会での

業科目を置く目的について考察し，3 では 2006 年以降，

ボランティア活動（工科系のボランティアも含む）を中

新カリキュラムの展開の中で，「社会貢献活動」にサー

心とする科目である。選択科目であるにもかかわらず，

ビスラーニング導入によって授業が改善されたことを報

1 学年の約 1/3 の学生が履修している。

告する。そして 4 では，サービスラーニングによる教育

近年ボランティア活動の単位化が進んでいるが，学生

効果についての分析データを解析し，5 で今後市民の目

に奉仕を課す旧来の勤労奉仕型プログラムでは，学生の

線に立てる工科系技術者の教育を充実させるための課題

意欲・活力を高めるのは難しい。過去に学校の勉強と連

を提起する。

関のない単発の地域清掃等を体験した学生の中には，奉

1．体験型授業科目の今日的課題

仕を強制されたという印象が強く，ボランティアに対す
る矛盾を感じ，社会参加への意欲・活力がむしろ低下し

①体験と講義科目の有機的連関が必要

ている学生もいる。

阪神大震災以来，いわゆるボランティア活動は概ね

そこで，｢社会貢献活動｣では，社会貢献活動（サービ

「よいもの」と考えられることが多く，小・中・高の授

ス）と学び（ラーニング）とを直接連関させる工科系大

業カリキュラムの中に取り挙げられ短期間に普及して

学としての｢サービスラーニング｣を採用している。すな

いった。しかし，大学をはじめ高等教育として，ボラン

わち，学生が社会からの要請に応えて地域課題の解決に

ティア体験が教育になる，という発想は些か安易である。

取り組む場を授業の中に拓き，そこで大学で学んだ知識

そこから学生が学んでいることが，大学の教育目標に合

や技術を活かすことにより，大学での学びへの意欲が高

致しており，その他の授業科目との有機的な連関の下に，

まる。そこで活力を得て，さらに学習する意欲をもち，

大学が目指す人間教育に結実していくものであれば問題

地域の人々との関わりの中で社会性を獲得することを目

はないが，そうでなければ，少なくとも大学教育のカリ

指している（図 1）。このような大学教育としてのサービ

キュラムとして置かれるべきではない。

スラーニングを模索してきた。

従来の体験学習の中には，多少のふりかえりの時間を

本論文の目的は，まず，湘南工科大学｢社会貢献活動｣

設けてはいても，プログラム自体は学外企画に便乗する

のサービスラーニング実践報告を通して，学生が体験を

ものが少なくない。また，成績評価の基準の明確さや，

通して得た学びの具体的な内容を検証することにある。

大学の教育目標や他のカリキュラムとの関連性は，今ま

そして学生主体の学びが成立するためには，今後，さら

であまり問題にされなかった様に思われる。

に学生の専門性に即した教育と市民性の教育とが連携す

ボランティア活動の教育効果として一般に期待されて

る必要性がある点を指摘し，現時点での課題を明確にし

いるのは，一つにはいわゆる「生きる力」を培うことで

— 108 —

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

サービスラーニング（田坂・木枝・石村・大野・水谷・二見・眞岩・本多・木村・佐藤・水澤）
あろう。「ボランティア」は語義からも「自主性」が基

が評価される前に衰退していくが，体験と教科・科目を

盤となるので，ボランティア活動を通して主体性のある

連関させる実践的なモデルプログラムはこの時期からす

学生が育成されるという期待もある。もう一つは，他者

でに開発されている ii。また，現在小・中・高で実践さ

の困難な状況に手を差し伸べる倫理的な行為を行うこと

れている総合的な学習は，子どもの「生きる力」の育成

である。このような経験を通して，自己中心的な人間で

のために体験を取り込む教育方法である。総合的な学習

はなく他者に配慮できる市民性を身につけた学生が育成

が学力低下を招いたという批判はあるが，そもそも総合

されることも期待される。さらに，共同で行われるボラ

的な学習によって身についた学力がペーパーテストで測

ンティア活動は，一人ではなく，共同での行為なので，

れるか，そもそも学力とは何かという問題がある。総合

他者とのコミュニケーション能力や協調性，個々のスキ

的な学習が学力低下を招いたとは必ずしもいえず，体験

ルを生かしたチームビルディング能力，困難を抱えてい

が教科・科目と適切に関連付けられれば，学習意欲は向

る状況を改善する問題解決能力，等も期待される。

上し，実体験を伴わない詰め込み式教室授業ではむしろ

以上のような教育効果は，教室での講義とペーパーテ

学習意欲が低下する，という説もある iii。

ストでは得られない，体験を通して獲得される能力であ

他方佐藤学は，読み・書き・算術を中心にした基礎学

る。ボランティアが「よいもの」といわれるゆえんは，

力充実のための学習内容の削減や，習熟度別クラス編成

上記のような教育効果が期待できるという点と密接にか

による教育改革が学習意欲の低下を招き，その結果学力

かわると思われる。

低下をもたらした，という iv。さらに佐藤はいわゆる基

②サービスラーニングを取り巻く状況

礎学力の低下よりも，学習意欲の低下が国際的にみても

近年英米では，以上のような教育効果を鑑み，カリ

日本の教育界においては深刻な問題であり，ペーパーテ

キュラムとして取り組む必要性が説かれ，教育プログラ

ストで個人の基礎学力を確保しようとする従来の教育形

ム開発が進み，イギリスでは「アクティブラーニング」
，

態そのものを変革すべきだと説く。佐藤によれば，競争

アメリカでは「サービスラーニング」という手法が実践

による学力向上を目指すテスト，教室や授業の形態は，

されている。英米，それぞれ政治的文化的背景が異なる

短期的な経済成長という社会状況の中で生まれた東アジ

が，いずれも教育効果が期待できるのは，体験のふりか

アの特殊な歴史の産物であり，社会状況の変化に適応し

えりが十分になされ，さらに他の教科科目と有機的な連

ていない，という v。そして学ぶ意欲を導く教育がなさ

関がある点である。しかし残念ながら，日本では未だに

れていないために「学力低下」が帰結したとし，佐藤は

ふりかえりが十分になされずに，単発の体験で終わって

全国 2000 にも及ぶ「学びの共同体」を創設し，競争に

しまうことが少なくない。長沼豊は，近年のボランティ

よらない共同での学びの教育効果を実践的に提示してい

ア学習が疑似体験で完結してしまうという点を指摘し，

る vi。
③サービスラーニングが抱える課題

教育プログラムとして充実しているサービスラーニング
を評価している i。

一方近年の日本では，アメリカのサービスラーニング

しかしながら，英米の方法をそのまま日本で用いれば

のように，奉仕活動をカリキュラムの中に取り込もうと

成功するわけではない。英国ではアメリカの J.デューイ

する動きが始まっている。社会福祉法人や NPO 法人の

に始まる教育哲学の伝統の中で，個人の主体性を重視す

動きも目覚ましく vii，大学においても，国際・芸術等の

る民主主義教育や道徳教育がカリキュラムとして充実し

専門性を生かした分野での取り組みだけでなく，総合大

ている。アメリカでは学力低下や若者の勤労意欲喪失の

学としての取り組みをも文部科学省が推奨している viii。

打開策として，3 代にわたる大統領の政策としてサービ

また，2006 年から導入された東京都の「奉仕」という授

スラーニングが実施されており，民間の支援組織も充実

業科目は，奉仕活動を高校の授業の中に取り込もうとす

している。いずれも日本とは社会的な状況が大きく異な

るものである。この科目については，教育現場との準備

る。

調整期間が短く，制度化が先行して現場が取り残された

日本でも，戦後初期に「コア・カリキュラム」が研究

という批判がある。他方，大学で教職免許取得希望者に

され試行された。体験をコアとして教科・科目と有機的

課せられた介護実習は，教職課程のカリキュラムにはな

な連関をもつこのカリキュラムは，「はいまわる経験主

いものの，実習を行わないと免許が取得できないため，

義」，「学力低下」という批判を受け，教育としての真価

実質的には義務化されている。導入当初から大学の教職
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担当教員および受け入れ福祉施設等の意識の違いからく

強制させる手段として教育が利用されるのではなく，若

る混乱もあり，現場のコンセンサスを待たずに制度化が

者の教育としての有効性が検証された上で，どのように

進んだ点は反省されるべきである，教職課程における教

教育に取り込むかを議論しなければならない。このよう

育効果のさらなる検証が必要だと思われる。

な議論が欠落していたことは，次のことに顕著に表れて

いずれにしても，早急な実践は危険である。まず，ア

いる。現在日本で刊行されている市民性あるいは市民教

メリカのサービスラーニングを批判的に検討する必要が

育に関する専門書には，市民教育の根本にある市民性の

あろう。アメリカでは，1983 年にアメリカの連邦政府が

歴史や哲学について詳細の叙述はあるが，｢サービスラー

発行した｢危機に立つ国家｣にみられるように，当時，若

ニング｣という用語はほとんど登場しない。そして｢サー

者の学力や勤労意欲の低下を危惧して教育改革の必要が

ビスラーニング｣に関する書籍には｢市民教育｣という文

説かれる一方，教育現場の荒廃が進み，学校だけの自助

言が散見され，獲得される技能や実践プログラムについ

努力では解決が難しい状況という認識が広まる。それに

ての記載は多いが，市民性についての原理的な叙述は乏

対してコミュニティーの側からはそれの受け皿となるさ

しく，J. デューイをはじめとする経験主義の系譜という

まざまな組織が用意される。その中で基礎学力の回復を

程度の簡単な記述にとどまり，J. デューイのどのテキス

意図した改革は目立った効果がみられなかったが，コ

トを根拠としているか等，学問的に立ち入った説明は殆

ミュニティーサービスの実践の機会を若者に与える試み

どない。このことは，市民活動実践の側からプログラム

は社会に定着し始める。これはアメリカのボランタリー

としてサービスラーニングが成立し，それを教育学ある

な活動を基盤とするコミュニティーサービスが市民社会

いは教育哲学として理論構築する作業，あるいは教育の

の中で行われる中で，既に 1970 年代には サービスラー

側から検証する作業が不足していることを暗に示してい

ニング

ると思われる。

という用語が導入され，コミュニティーサービ

スと学びとを結び，カリキュラムの中にコミュニティー
サービスの実践する受け皿ができてくる。

現在重要なことは，あくまで教育の側から実践を分析
するアプローチである。すなわち，体験から学びを引き

しかし，サービスラーニングが法制化を伴って普及す

出す教育の意義を教育効果の検証を通して考察し，日本

る時に，若者によるコミュニティーサービスの活性化の

の教育の現場にふさわしい市民教育としてその内実を明

裏側には奉仕の義務化が見え隠れし，さらに大学の入学

確にした上で位置付けることである。湘南工科大学では，

や就職時に優遇される風潮が生まれると，活動そのもの

カリキュラム改革を通してこの実現を目指してきた。

の価値よりもそれに伴う付帯的な価値が目的化する危険
が伴う。つまり，コミュニティーの一員として奉仕活動

2．工科系大学における「社会貢献活動」の意義 ix
①湘南工科大学の建学の精神

をするのではなく，進学や就職のため，あるいは自分の
スキルを伸ばすために奉仕活動を利用することになる。

本学は昭和 38 年に相模工業大学として開学し，平成

さらに，若者の市民教育という名のもとに，若者の国家

2 年湘南工科大学と名称変更した。「工学に関する学術

に対する帰属意識を高めようとするナショナリズムの萌

の教授および研究を行うとともに，実践的・創造的な能

芽も指摘される。

力を備えた人間性豊かな技術者を育成することを目的と

他方，サービスラーニングを推進する教員が高く評価

し，併せて我が国の産業界および地域社会の発展に寄与

される社会風潮は，教員評価という指標で教育が国家や

することを使命とする。
」を本学の建学精神としている。

社会から管理される傾向を助長する。つまり，アメリカ

近年技術者には，産業構造の変化を柔軟に受け止め，グ

社会が培ってきた市民主体の自由なボランタリズムの伝

ローバルな視点から多様で複雑な問題と取り組むことが

統が，国家による若者を奉仕させるプログラムの中に埋

できる能力が必要とされている。そこで本学では以下を

没してしまう危険もあるのである。

教育目標と定めている。

したがって重要なことは，サービスラーニングによっ

（ア）感性： Sense

現代社会が直面する問題を意識

て，若者のスキルを向上させるという目的以外に，市民

し，的確に対応できる素養とバランスの取れた見方と判

教育として何をなすべきか，どのような市民を育てるか

断力育成。

についての教育の議論なのである。つまり，社会の側か
ら，あるいは国家の側から，不足している労働を若者に

（イ）知性： Intelligence

工学の基礎学力と専門分野

の基礎知識，技法を十分に身につけ，専門以外の分野に
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も柔軟に対応できる能力の育成。
（ウ）強靭さ： Toughness 意欲的で粘り強い精神力と
健康な身体を持ち，様々な組織体の一員として，工学的
センスをもって効果的に明るく活動できる能力の育成。
これらを実現するために本学は，基礎教育の講義から
実践的・創造的研究へと向かう従来の教育方法とは逆転
した発想の教育方法を採用している。即ち，具体的な課
題に取り組む際に不足した学習の必要性を認識すること
から基礎教育へと結び付ける，「 プロジェクト実習」
「チームプロジェクトラーニング」を実施している。ま
た，体験型授業「社会貢献活動」を通して，学生が社会
で必要とされる場を拓き，工学技術を地域で生かすため
に大学での学習の必要性を認識させる独自の取り組みを
行っている。
近年，学生の学習意欲の低下や若年層の就労意欲の低
下が問題視されているが，個と社会との繋がりの欠落が
その一因と考えられる。大学での学びを活かして地域に
図2

貢献できる場が拓かれれば，学生は自らの社会的役割や

講義科目と体験科目との連関

学ぶ意義に気づき，社会から期待され任されることによ
り活力を得て，学習意欲が向上する。

期 2 限連続で各 2 単位，計 4 単位）として，福祉ものづ

本学では建学の精神に謳う「実践的・創造的な能力を

くりが誕生した。共通教養科目「ボランティア論」「環

備えた人間性豊かな技術者の育成」を目指し，平成 8 年

境・自然 A」 ｢環境・自然 B｣（ それぞれ半期 2 単位）

から社会の現場と大学での学びを有機的に結びつけるカ

は，｢社会貢献活動 1｣，｢社会貢献活動 2｣の事前学習科

リキュラムを段階的に整備し，工科系の特質を生かして，

目の役割を担うようになる。他にも実習に関連する推奨

学生の体験から学習意欲・活力を引き出す教育を実践し

科目群が，学生の目指す将来像 5 群に類型化され，共通

てきた。その中で，大学の学びを活かす社会貢献活動を
地域と協働で創出した。特に，学生の専門性を活かした

教養→専門基礎→専門発展と段階的に提示されている
（図 2）。

福祉ものづくりや鎌倉デジタル博物館等の活動では，学

「社会貢献活動」は体験型の科目の中でも，「ボラン

生は市民一人ひとりの目線に立ち，工学技術を社会に役

ティア」を範とする社会貢献活動実習をコアとする科目

立てる喜びと技術者としての誇りを体感している。

である。そこで本学では，英米のサービスラーニングプ

② 2006 年度カリキュラム改革

ログラムを参考に本学独自のサービスラーニングプログ

2006 年度に実施された自分型カリキュラムでは，学生

ラムを導入した。詳細は次章に譲るが，サービスラーニ

それぞれの興味関心にあったカリキュラムを組むことが

ングプログラムの導入により，個々の学生が体験から何

できるように，必修科目を可能な限り少なくし，他学科

を学んだかが明確になり，この科目の改善点が明らかに

の授業も履修可能とした。共通教養科目群に属する「社

なった。

会貢献活動（社会貢献活動 1，社会貢献活動 2）」は，約

3．湘南工科大学のサービスラーニング

40 種類の中から実習を選択し，事前研修・中間期研修・

①サービスラーニングの実現

報告会といった体験から学びを引き出すサービスラーニ
ング科目となった。1 年4 年次が履修可能で各 2 単位，

「社会貢献活動」では，約 40 種類の多分野の実習先を

計 4 単位取得できる。研修等の時間増も加味して，実習

用意し（図 3），その中から，学生が自分の興味にあった

時間は 1 科目 50 時間と設定し，4 年間で 100 時間の実習

実習先を選択することを基本としている。これは，学生

が可能となった。また，1 年次からものづくりを体験で

の自主的，能動的な活動姿勢を引き出し，活動への積極

きる「プロジェクト実習 A」｢プロジェクト実習 B｣（半

的なかかわりを持つことにつながり，高い教育効果を期
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第 42 巻

第1号

た，後者は，社会貢献を行う中で，工学が社会に果たす

「社会貢献活動」の実習先には，大きく分けて，学内
の教員が中心となって実施している工学技術を生かした

役割や，技術者の倫理を学び，そこから専門科目の勉強
意欲へつながっていくことを期待している。

実習と，主に学外の団体などにお願いしている一般の実

「社会貢献活動」を教育と連携させる｢サービスラーニ

習がある。前者は，工学系大学である本学の特徴を社会

ング｣を実施するためには，最低限下記（ア）から（エ）

に生かすと共に，「社会貢献活動」が専門科目の学習の

は達成しなければならない。

強い動機づけや実習の場となることを期待している。ま

（ア）カリキュラムと連携する
本学の「社会貢献活動」は授業科目であるというだけ
でなく，他の授業科目と有機的な関係を持ち，入学から
卒業までのカリキュラムの流れの中に組み込まれている。
機械工学を専門とする学生の社会貢献活動と関連科目を
中心に図示すると次のようになる（図 4）。
このように，工科系の実習を実施することにより，専
門科目の勉学意欲の向上や，専門科目のより深い理解に
つながり，卒業研究にも意欲的になることが期待される。
総合系の実習についても，総合工学，総合科目，教職科
目との連関が見られ，工学と社会へのつながりの理解を
深め，工学技術者として必要な工学倫理の獲得につなが
る。

図3

実習の種類（2006 年度）

図4

社会貢献活動実習と講義科目の連関
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（イ）学生の学びと成長を支援する

（エ）外部から定期的にプログラムの評価を受ける

サービスラーニングの中で，学生は地域でのニーズを
直接聴き取り，それに応えるために，学術的スキル，社

学内で授業改善の努力を積み重ねることは重要だが，
外部識者からの意見を取り入れることも重要である。本

会的スキル，人格的スキルを用いる。困難な状況にある

学では 2006 年度から，青少年育成や教育学，地域福祉

他者に心を向け，市民として支援するだけでなく，自分

に造詣の深い識者（5 名）に外部評価委員を委嘱してい

自身のことや地域社会についてより深く理解するように

る。中間期のワークショップと報告会を視察し，外部評

なる。そして他者のために生きることを通して主体的に

価委員会を定期的に開催し，サービスラーニングプログ

問題を解決し，他者と連携し，自分の能力を発揮できる

ラムに対する評価と助言を受ける体制を整備した。
②効率がよくきめ細かな支援体制

ように成長することが期待できる。
これらの学習は，ただ単に実習を行えば獲得できると

（ア）専用ホームページの活用

いうわけではなく，実習先や教員の積極的な協力が必要

本授業科目では，約 40 の実習先を準備しており，学

である。大学では，実習前，実習中間期，実習終了後に

生は，自分の希望に沿った実習先を選択して実習を行

ガイダンス，ワークショップ，講義，発表会などを開催

う。履修登録者は平成 19 年度後期，179 名になる。個別

し，学生の学習を手助けする。実習先では，可能な範囲

に斡旋作業等に伴う場合には，それにかける時間は膨大

でふりかえりの時間を設けている。

になる。また学生は，個人情報だけでなく，授業や実習

2007 年度前期には，外部の有識者ファシリテートによ

の選択の動機などを記述する登録票，中間期レポート，

るワークショップを開催した。環境・福祉・社会教育・

報告書や授業評価のためのアンケートの提出も求められ

市民活動等の分野に分かれ，8 人程度のグループで体験

る。実習先によって時期も違うこれらの事務処理は大き

のふりかえりと分かち合い（シェアリング）を行った。

な負担である。成績を評価する教員も，個別に実習の実

また，2006 年度末から半期に一度，修了者全員が一人

情に即した評価を行わなければならない。そこで本授業

10 分程度，社会貢献活動を通して得た学びを PPT スラ

科目では，専用ホームページを立ち上げ，履修者，実習

イドによりプレゼンテーションし，教員や実習先関係者

先のデータの管理やレポートなどの提出物の管理を行い，

の質問に応じる報告会を実施している。学生は異なった

教員の負担を大幅に軽減している。

実習先を選んだ学生の体験を聞くことにより，その後の
活動可能性が広がっている。

履修登録の際にユーザー ID とパスワードを発行し，氏
名，連絡先等個人情報のセキュリティは，パスワード認

（ウ）社会に対するフィードバックが行われる

証により保持されている（図 5）。学生は個人専用のペー

2006 年度末から実習終了期に学内報告会を開催してい
るが，今後は実習先や市民も招待し，地域社会に開かれ
た会としたい。さらに，2006 年度からは社会福祉法人
「訪問の家」で「福祉ものづくり」の報告会を行ってい
る。ものづくりをする学生と施設の現場スタッフと成果
を共有するだけでなく，次年度の製作についての貴重な
情報交換会となった。他の実習先での報告会も開催でき
ることを期待している。
また 2006 年度は，「福祉ものづくり」を実習した学生
有志が，青少年交流振興財団主催の「プロジェクト･
ピース」に応募して入賞し，助成金を受けたばかりでな
く，ボランティア文化フェスティバル 2006」で成果を発
表する機会を得た。2007 年度は，｢湘南学生ビジネスア
イディアコンテスト｣に履修学生等有志が応募し，大賞
を受賞した。今後も学外主催の発表会やコンクールなど
への参加を奨励し，学生たちが自らの体験を外部発信す
図5

る機会を提供したい。

社会貢献活動専用ホームページ

— 113 —

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

湘南工科大学紀要

図6

第 42 巻

第1号

ホームページを活用した授業展開
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ジに履修動機や自分の知識やスキルを記入した上で，活

教育効果を共有し，学外に成果を共同で発信していく中

動先を選定し，事前研修会を受けて実習を開始する。以

で，自らの意思で社会貢献する市民の育成を目指す。そ

後，事前研修の理解を問うチェックテスト，活動時間，

のためには，団体の公益性が学生にとってわかりやすく，

中間期研修会後の報告書，終了期の報告書，アンケート

工科系大学での学びとの関連性があり，学生の将来へ生

などの記載は全て HP 上で行う。そして最後に報告会で，

かせる学びが成立する活動を行っている団体に実習を依

実習で学んだことを発表する。教員および実習先はパス

頼する。そして，単位対価の労働としてではなく，学生

ワード認証により，個々の学生の状況をリアルタイムで

が活動自体に社会的な価値を見出す学習の場として対応

把握し，HP を介して学生への連絡を行う。必要に応じ

し，事前指導および中間期の「ふりかえり」を実習先で

て個別面談も行う（図 6）。

も行い，学生に同行して実習状況調査を行う支援室ス

学生は全ての書類提出を HP 上で行い，教員，支援室

タッフに協力を求める。

スタッフは照会や閲覧を HP 上から行うことになる。省

環境・ものづくり・福祉各分野の実習先，サービス

力化が図れるだけでなく，教員同士のデータの共有も実

ラーニング実施例を次頁表 1 に示す。これらのプログラ

現できる。また，学生も自分の提出物などの確認や，実

ムは，支援室を核に，実習先と共同で学生のよりよい学

習先の情報の閲覧をホームページ上で行うことが可能で

びを目指して実践してきた成果ともいえる。

ある。

（ア）市民活動団体との連携

（イ）社会貢献活動支援室の設置

実習先には，福祉施設や行政機関のみならず，市民活

インターネットを活用した履修システムがあっても，

動団体も含まれている。市民活動と大学という異なった

学生と向かい合った指導は欠かせない。本学では 2005 年

組織が，社会貢献という活動面のみならず，若者の育成

4 月から「社会貢献活動支援室」（以下「支援室」）を設

に共同で取り組むことができることは，社会的な意味が

置した。本学は 2004 年 7 月に「テクニカルアドバイザー

大きい。しかし，市民活動団体と協働できる体制が簡単

制度」を発足させ，地域の有識者が学内のものづくりや

に実現できたわけではない。

社会貢献プロジェクトに参加する雇用形態を整えた。

現在，市民活動団体は一部を除き，組織づくりや資金

2005 年の開室にあたって，市民活動推進および NPO 育

不足等の問題を抱えている。人材面では，リタイアした

成に実績のある有識者を同制度により｢支援室｣に招聘

ヤングオールドといわれる世代と，中高年の主婦層が中

し，情報提供と個別相談の体制が充実した。

心であり，大学卒業後から中堅サラリーマン層の世代は

｢支援室｣は全学の学生が最も使用する 4 号館に位置

残念ながらごく少ない。大学生をはじめとする若い世代

し，テクニカルアドバイザーが週 4 回勤務し，教員と連

が根付かないことは，市民活動団体の悩みのひとつであ

携して相談にあたる。「支援室」スタッフは，
「社会貢献

る。学生の参加は，団体にとっては，活力アップ，マネ

活動」の実習先の連絡窓口となり，原則として年に数回

ジメント力のアップにつながる良い機会となり，学生に

は全実習先を訪問して学生の実習状況を調査し，履修状

とっても，問題解決能力が試される，人間性，社会性を

況把握データを作成する。また｢支援室｣は，「社会貢献

養う場といえる。

活動」の実習が地域との連携の下に円滑に実施されるパ

このため，市民団体は，学生を単なる人手として動員

イプ役となり，実習先から寄せられた教育効果等の資料

するのではなく，教育的な見地から，社会体験の意義を

を大学教育現場の学生指導にフィードバックする。さら

考え，次世代を担う若者を共に育成していくという視点

に学生の相談件数や内容，学生の提出物や実習先訪問記

を持たなければならない x。今後，市民団体と教育機関

録等のデータを収集し，「社会貢献活動」実習に関する

がより深く連携していくには，お互いの立場を理解し，

資料の整備および管理を行う。これらの資料は，社会貢

互いを補完して相互に有益な関係を築くことが重要であ

献活動連絡協議会で報告され，教育効果の検討や授業改

る。市民団体が，若者にとって魅力ある団体になるため

善のための基礎資料となる。

にも，若者の活動を受け入れ，市民を育てていこうとす

③サービスラーニング実習プログラム

る教育的な視点が必要である。

実習受入れ団体のご協力なくしては，サービスラーニ

このような実習先を開拓するためには，「社会貢献活

ングは実現できない。大学と共同で市民教育を実践でき

動支援室」を中心としたスタッフの更なる努力が必要で

る実習先を学習の場とする。そして個々の学生に対する

あるが，その結果誕生した新たな「市民教育における協
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事例 1
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実習先サービスラーニング実施例

環境自然保護

事例 2

福祉ものづくり

事例 3

福祉施設

実習内容

草刈，樹木剪定，竹の間伐，行
事手伝いなどを行い，自然環境
を保護する。

障害者が社会参加するための必
要な器具・ソフトウェアを作成
し，障害者の社会参加を補助す
る。

障害者福祉施設にて，障害児・
者の一時預かり，ショートステ
イ，デイサービスを行う。

実習初期

○初回実習
・学生の実習動機の聞き取り
・実習現場の散策と実習現場の
自然の状態の説明
・自然状態とはどういう状態か
の説明
池や川はなぜ存続するか，山
があることはどういうことか，
動物が居るということはどう
いうことか，草地や樹林地の
季節変化，干潟と海の季節変
化，野鳥の季節変化など
・季節に応じた実習（1 日から
数日にわたる）のいずれか
（複数）行う
（春から夏）草刈，一部の樹
木の剪定，干潟改善，海岸
清掃
（秋から冬）樹木剪定，樹木
伐採，竹林整理，落ち葉処
理，樹木移植，海岸清掃
○道具の扱いを使いながら学習
カマ，ノコギリ，剪定ばさみ，
スコップなど
○樹木伐採の際の危険を学ぶ
○樹木伐採の際は，ロープを引
くものと根元を切るものの間
の協力を体験する
○学生以外も参加している活動
に参加することでさまざまな
世代での協力や違う世代の考
えにも触れる

○担当教員の聞き取り
・学生の実習希望理由の聞き取
り
・教員が障害者や作成したい機
器を説明する
・大学での学習との連携を考え
る
・将来の進路とのかかわりを考
える
○実習 2 回目（初回障害者訪問）
・障害者の生活の様子を見学し，
障害者をより深く理解する。
・不自由なこと，困っているこ
とを実感する。
・障害者やヘルパーと直接面談
し，理解を深める
・何のために，何をしようとす
るか納得できたら活動に入る
・具体的なものづくりの要望を
聞き，相談する。

○初回ガイダンス（活動に入る
かどうかの決断）
・主任が学生に個別に聞き取り
どうしてこの実習先を選ん
だのか
何を期待しているのか
どのようなスキルがあるの
か
・学生に施設を説明
施設の設立趣旨，活動の目
的
社会福祉法人としてこの実
習を受けた理由
大学との連携の目的
・この実習が学生が期待したも
のと違ったら，別の実習に移
るよう大学に申し入れる
・全施設内見学と活動の説明
・学生の希望する活動を確認
・質疑応答
・学生の不安について質問
・日程の調整
○初回実習の流れ
・当日の内容の説明 質疑応答
・実習
・実習の振り返り（スタッフ面
談）
・学生が実習記録を作成しメー
ルで主任に送付
・実習記録を基にスタッフ会議

以降の
実 習

○季節に応じたプログラムで実
習を続ける
○作業体験後に感想を聞く

○担当教員と連絡を取りながら
自主的に活動
○必要な材料，道具などは適宜
担当教員と相談
○技術的な質問も同様。必要な
らば他の教員のアドバイスを
受けられるようにする。

○前回の実習記録についてのサ
ポート
○大学での学習や将来の進路と
の関わりの助言。以下，初回
と同じ
（実習記録やスタッフ会議も
毎回）

実 習
中間期

○観察会，工作教室，稲作行事， ○途中期の障害者訪問（数回）
○毎回の実習において，実習の
その他公園行事に見習いボラ
・事前に，担当教員に状況を説
振り返りを実施
ンティアとして参加
明する。その際，何ができて，
○行事の参加者を集めるための
何ができていなくて，何が問
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表1
事例 1

環境自然保護

事例 2

続き
福祉ものづくり

事例 3

福祉施設

実 習
中間期

ポスターなどの作成
○ボランティア団体への入会を
勧誘するポスターなどの作製
○行事を企画する模擬練習

題で，何を質問したいかなど
を簡単にまとめる。
・作成途中あるいは試作品を持
参し，障害者，ヘルパーと相
談する。早い段階では図面だ
けのこともある。
・機器を使ってもらい，感想な
どを聞く
○施設訪問後，その結果を簡単
にまとめる。

実 習
最終回

○実習全体の振り返り
○実習体験から見えてきたこと
をまとめる
○実習現場の公園の未来像を考
える

○説明書の作成
○完成品をもって実習先訪問
・障害者・ヘルパーに説明する
・先方からの感想，意見を聞く
・自分の感想，意見を述べる
・新たな福祉施設の提案や工夫
について意見を述べる
・その他意見交換
○報告書の作成
・障害者に対する，自分の意見
の変化
・工学の社会に対する果たす役
割。福祉やその一部に限る場
合，一般的な話の場合なども
考えられる
・工学的なスキルアップについ
て

○主任が実習全体の振り返り
○大学での学習との連携のため
聞き取り
・将来の学習，進路とのかかわ
り
・実習後に何を得たのか
○施設での活動について学生に
助言を求める
・施設が社会に開かれる方法
・障害のある子と健常者とのか
かわりを増やす方法
・工科系技術でサポートできる
ことはないか

評

○自然体験を観察からではなく， ○担当教員から見て，学生個人
作業を通じて得ていくときの
にとって，工科系大学の学生
誠実さ
としてこの活動がどのような
○自分の体験をことばにしてい
意味を持ったかを検討
く表現力
○活動に対する意識，障害者に
○作業を通じた自然に対する理
対する理解，活動に対する積
解と興味を，知識学習につな
極性なども検討
げていく積極性
○障害者やスタッフの意見も聴
○行事やその他の活動を他人と
取する
協力して行うための企画力

○全スタッフが協議
○学生個人にとって，工科系大
学の学生としてこの活動がど
のような意味を持ったかを検
討
○施設として，工科系学生を受
け入れるにあたって反省すべ
き点についても考察
○全スタッフの了解のもと，評
価は主任が作成
○施設長が校閲

価

その他

○その後機器の様子のチェック， ○実習前の担当教員への聞き取
新たな要望の相談などのため，
り
可能な限り訪問する
・大学のガイダンス等で，学生
○実習先や外部での発表の機会
に教員に話した実習希望理由
を設ける
の聞き取り
○実習中に教員への実習状況の
報告を実施
・担当教員に実習状況を報告
・教育実習訪問の日程調整
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第 42 巻

第1号
表2

働」は，新たな大学の地域との関わり方を提起するだけ
でなく，市民活動そのものを活性化させるためにも重要

福祉ものづくり作品

2004–

言語障害者用音声発生装置

2004–

視覚障害者向け飲み物検知器

2004–

重度障害者対応缶つぶし機

2005

障害者用ミキサースイッチ

2006

障害者用音の出る歩行器

2006–

車椅子体重計用ステップ

「中間支援組織（インターミディアリー）
」の役割が重要

2006–

空き缶供給機

であり，本学では「社会貢献活動支援室」がサービス

2007–

箸袋入れ作業補助機開発

2007–

しゃべるリサイクルポスト

2007–

カート用補助バー

2007–

車椅子用補助バー

2007–

障害者対応 CD ラジカセ

2007–

缶プレス機個別補助具

なことである。
昨今，NPO の現場では，市民自治を推進するために，
行政・企業・教育機関等と，様々な協働事業が行われて
いる。しかし，相互の理解不足から，双方が対等の関係
であるべきものが上下関係となったり，互いの立場を主
張して優位に立とうとすることが往々にしてあり，互い
の持ち味を生かした「市民教育における協働」が実現で
きない例が少なくない。「市民教育における協働」を円
滑に進めるためには，相互理解を促す仲介者としての

ラーニングの実践を通して，その機能を果たしていると
言える。
（イ）本学独自の工科系のプログラム「福祉ものづく
り」
湘南工科大学は，この 10 年間「工科系の学生らしい
福祉との関わり方」を検討し，工科系の原点であるもの
づくりと社会貢献のつながりを模索してきた。その実り
が，「福祉ものづくり」という本学独自の活動である。
2006 年度には，社会福祉法人「訪問の家」と本学は，
「障害者支援モノづくり推進に関する覚書」を締結する
に至った。

2007 年 3 月 6 日には「訪問の家」にて「福祉ものづく

現在の世の中では，採算という観点から汎用性が高い

り」の報告会が開催され，お互いの情報交換や協力の重

ものが製品として作成され，販売されている。しかし，

要性が再認識され，毎年開催することになった。福祉の

使う人の希望や期待を真摯に受け止め，その視点に立っ

分野との協働が進み，本取り組みは，ますます活発にな

て機器を製作することこそ，「ものづくり」の原点であ

ると思われる。

る。「福祉ものづくり」は，ハンディキャップのある市

4．履修による教育上の効果

民一人ひとりと向き合い，その人の視点に立って，その

①事前，事後調査による学生の評価

人のために「ものづくり」を行うことによって，この原
点を取り戻そうという取り組みである。

「社会貢献活動」では，モチベーションモデルを用い

現在，「福祉ものづくり」は，
「社会貢献活動」の実習

た教育効果測定のため，事前調査票，事後調査票による

のひとつとして実施されている。この実習を選択した学

アンケートを 2005 年度から実施している。2006 年度末

生は，教員のアドバイスの下で福祉機器の作成，改造な

には，｢ボランティア論｣の導入科目としての効果も含め

どに取り組むことになる。なお，新カリキュラムでは，

て分析を開始した。

「プロジェクト実習」においても，
「福祉ものづくり」を
実習することが可能となった。

分析の中間報告によれば，両科目ともに事前調査より
事後調査のほうが学習行動モチベーションの値は高く

この「福祉ものづくり」は，工学部の学生が授業で得
た知識を使って作成したり，作成のために学ぶという意

なっており，
「『社会貢献活動』における直接体験の効果
がある」という結果が出ている。

味で，専門科目と強く連携する取り組みである。今後，

また，図 7，図 8 に両科目の事後調査の集計結果を示

より多くの学生が専門性を生かした実習を行うことが望

した。この結果によると，多くの学生が，いずれの科目

まれる。

の履修も自分の将来や大学の勉強に役立ったと考えてい
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表3

報告書傾向分析（2006 年度）

工学・科学的な記述

59%

活動に直接関連する成果

88%

活動から繋がる実り

67%

知識，忍耐力を得た，コミュニ
ケーションの大切さを知った等

80%

自分の将来と関連する記述

22%

対する回答であることから，受講生自身の考えや意識の
図 7 「社会貢献活動」に対する学生の評価
（20052006 年度調査 対象 64 人）

高い事柄が記述されていると考えられる。さらに勉学と
の関連とそれ以外の教育効果について具体的な記述を検
討する。
（ア）実習と勉学との関連付け
本学は工学部のみの単科大学であるので「専門科目の
勉学との関連」という意味で工学・科学に関連した記述
が期待される。報告書の集計結果によれば，実習先の数
の 59% にその記述が見られた（表 3）。実習先は多岐に
わたり，工学と直結した実習先は 37% であることを加味
すると，公園整備など，工学的な実習先でなくても工学
的な考察が可能であり，専門科目との連携がとれること
が見て取れる。
また，「福祉ものづくり」では，専門的な知識・技術
との関連が深く，「知識・技術を活かすことができた。」

図 8 「ボランティア論」に対する学生の評価
（2005 年度調査 対象 75 人）

ことや自身の力不足を挙げ，勉学への強い動機付けと

る。また，
「ボランティア論」
「社会貢献活動」双方とも

記載した。卒業研究や他の授業と直接関連する記述や，

授業に満足という学生が 90% 前後おり，「ボランティア

授業科目の高い勉学意欲を持った記述などが見られた。

論」では 86%，「社会貢献活動」は 71% の学生が他の学

また，活動によっては，授業科目をより深く理解したり，

生に履修を勧めるとした。「社会貢献活動」で学んだこ

工学の知識をベースにした提言を行ったケースもあった。

なったと考えられる。
表 4 に，実習と他の授業に直接関連する記述の一部を

とが将来役立つとする学生は 83% もいる。

（イ）その他の教育効果

②学生の報告書等による教育効果

「知識・忍耐力を得た」，「コミュニケーションの大切

中間期レポートと報告書はいずれも，学生の気づきと

さを知った」などの記述は 80% にのぼった（表 3）。本

学びを同一の 5 項目で問い，自由記述で答える様式で，

授業が，活動機会の提供の場となっていると考えられる。

サービスラーニングの教育効果の重要な資料となる。こ

また，将来についての記述も 22% あり，生き方，社会

こでは，2006 年度後期に提出された報告書（提出された

的な視点を持つことができたという記述もある（表 5）。

テーマ数は 49，提出者数は 20 名）の 24 の項に集計項

勉学という意味だけではなく，学生の勉学に対する態度，

目を設定し，関連した記述を取り出し集計した結果を表

生き方や将来への考え方に良い影響を与えていると思わ

3 に示す。内容を記述することを指示していない設問に

れる。
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表4

他の授業科目との連関（2006 年度）

勉学意欲
向上

第1号

③多面的な評価

卒業研究と 「この活動を通して感じたのは，高齢者
のリンク
にとってパソコンのどんなことが使い
勝手が悪いのかが分かったところが一
番自分にとって得たところです。なぜ
かというと，自分の卒業研究のテーマ
でもありますし，今後そのようなこと
で困らないようなソフトを作りたいと
思っているからです。」
［パソコン初心者講習］
授業との
連携

第 42 巻

（ア）実習先評価書
2002 年度から実習先に学生の評価を依頼している。図
9 に示されるその集計結果によれば，誠実さにおいても
学習の面でも，学生に対する実習先の評価は高い。
また，支援室開室以来，支援室スタッフは年 2 回程度
実習先に出向き，実習状況調査を行うようになった。実
習中間期に実習先で学生の様子を聞き取ることにより，
学内での中間期の指導も可能となる。さらに，実習先と

「…色々な樹木の種類を知るいい機会，
木の伐採に関する知識・スキル，この
活動の先生の環境・自然という授業も
受講したこともあり，環境と自然の関
係，人の進化，文明，哲学的なものな
ど，たくさんのことを学び吸収できま
した。」
［東京港野鳥公園での活動］

の相互連絡も密になり，実習終了後の評価書には記載し

「自分自身もまだパソコンを使いこなし
ているといえるほどではないので，こ
れからも大学の授業やいろいろなとこ
ろで吸収して学んでいきたいと思いま
す。」
［高齢者のパソコン操作講座の補助］

全体を視野に入れ，初期・中期・終了期のサービスラー

「彼らの学習への意欲，向上心を見習
い，私ももっと勉学に勤しんでいかな
ければならないと思いました。」
［高齢者のパソコン操作講座の補助］
自身のスキ 「… Windows についてのある程度の知
ルの分析と 識があるのに，筆王などのソフトを利
向上意欲
用するとなると…，とてもとまどいま
した。自分はパソコン関係ではかなり
知識がかたよっているので，そのかた
よりを直していきたいです。」
［施設でのパソコン操作・
設定の講師・補助］
講義レポー 「私は『哲学思想』のレポートに出生前
トへの
診断で障害が分かったら，おろすかもし
フィード
れないと書きました。けれどその後この
バック
活動をし，楽しそうに生きている利用
者の方々の姿を見て，何て残酷な事を
考えたのだろうと深く反省しました。」
［径：障害者補助］

きれない学生の成長のプロセスが，実習先からのメール
等で報告されるようになった。実習当初は活動内容の理
解も薄く，再三注意を受けていた学生が，主体的に活動
に参画するに至るまでの経緯が事細かに支援室スタッフ
に報告され，その成長ぶりが高く評価されたことがある。
実習受け入れ側が，実習初期から終了期までのプロセス
ニングプログラムに合わせて学生を見守っている。
（イ）教職員の評価
社会貢献活動に関与する教職員・スタッフに対して，
2 年に一度実施するアンケートによれば，2006 年度は
86% が教育効果を認め，学んだことは，「障害者の問
題」，「社会のルール等」が高く，向上する能力としては
1 番目に「コミュニケーション能力」，2 番目に「協調
性」，3 番目に「問題解決能力」を挙げ，学びの有効性
を認めている。（表 6）
（ウ）外部評価
2006 年度から，外部評価委員会を開催し，サービス
ラーニングの教育プログラムに対して評価を受けること
にした。2006 年度の外部評価委員は，神奈川県青少年教
育行政関係者，教育学者，他の実践校教員，福祉関係
者，市民活動推進センター長計 5 名で構成された。
体系的サービスラーニングの取組として評価が高い一
方，実習先の教育格差などについて疑問が提示された。
対策として，2007 年度は，報告書を発行して環境・福
祉・工科のモデルプログラムを公開し，実習先評価書を
改訂した。

5．今後の課題―更なる改善を目指して―
工学の知識 「…分かり易い音声ガイドがついたマ
をベースに ニュアルが標準装備で入っていれば，
した提言
…」
［パソコン初心者教室の補助］

①サービスラーニングの推進
体験型実習科目である限りにおいて，個々の学生の学
習意欲にばらつきがあるのは避けられない。個別学生に
はできるだけ丁寧にきめ細かに対応し，学生の学びが定

— 120 —

NII-Electronic Library Service

Shonan Institute of Technology

サービスラーニング（田坂・木枝・石村・大野・水谷・二見・眞岩・本多・木村・佐藤・水澤）
表5

表5

その他の教育効果（2006 年度）

活動機会の 「学生としての生活を送る中で凄く刺激
提供の場
になり，また，勉強にもなりました。
目にとまるもののほとんどが目新しく
とても楽しかったです。」
［市民活動推進センター事業補助］

続き

社会的な視 「彼らの生涯学習の意欲をもちあげられ
点を持たせ ることは，個人的なことから発展して
られる可能 地域の活性化にもつながっていくと思
性
います。」

「若い世代の人達にもっとボランティア
活動に目を向け興味を持って貰うため
にも，…，大学での社会貢献活動を
もっと斡旋しても良いのではないかと
思いました。」

「今日，IT 産業が盛んになりいろいろ
な場面でパソコンを利用する場面が多
くなりましたが，これから始めようと
する方にとってはまだまだパソコンに
対する認識度が低いのかなと見受けら
れました。」
［パソコン初心者教室の補助］

「私の日常生活に年齢層の高い人達とコ
ミュニケーションを取ることが少ない
ため，パソコンを通じて知り合い，コ
ミュニケーションを取れたことがすご
く新鮮であり楽しかったです。」［高齢
者のパソコン教室の補助］

「…伝統農業や里山の歴史・文化を残し
ていく手伝いをすることができまし
た。」
［公園整備補助］
「…この様な活動を授業の中に入れたり
会社でも取り入れていけば…日本は安
心して出産や子育て老後を過ごせると
思います。」
［径：障害者補助］

将来につい 「活動を通して，意外に自分は人にもの
ての記述
を教えるのが好きなんだなと気付くこ
とができました。」
［湘南なぎさ荘］
「自然と人の生活圏の双方をより改善で
きる物を作りたい。」
［公園の整備］

「…多くの方々がボランティア活動をし
ているのだと気付きました。…自分は
煙草を吸うのですが，地域の清掃活動
をしている NPO 団体があると知り，煙
草のポイ捨てはやめて常に携帯灰皿を
携行したり…」
［NPO 支援センター事業補助］

「技術と環境の両方を考えたものづくり
をしていきたい。」
［公園の整備］
「将来，誰にでも使用できたり不自由な
く使用できるような施設や道具を作っ
て行きたいとも思います。」
［車椅子テニスの補助］

「この活動をとおして仕事の責任を認識
しました。」
［なぎさの体験学習館］

「このような仕事に就いてもいいかなと
思いました」
生きる姿勢 「…どんなことでも諦めることなく自分
のできる限りの努力はすべきだと学び
ました。」
［障害者卓球の補助］
「自分の行動がどういう結果をもたらす
のかを常に考えること，何事もあきら
めないこと，いでも前向きにかんがえ
ること。」
［川の清掃］
「やる気が大切，何事も諦めず努力して
いけば実現するという希望が持てた。」
［障害者支援ものづくり： WP 開発］

図9

実習先の評価（20022006 年度）
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表6

担当教職員の評価（数字は %）

学生が何を学ぶか
障害者の問題

第1号

いて必要なことは，エゴイスティックな自己から他者と
共に生きる自己への成長であろう。その点では，N.ノ

向上する能力
71

第 42 巻

ディングズのいうケアリングを教育の場で実践すること

コミュニケー
ション能力

71

により xi，「他者への支援を通して」学生が自分のスキル
を活かしながら個人として成長し，仲間を尊重するよう

社会のルール

67

協調性

67

人としてのやさしさ

62

問題解決能力

52

工学技術への社会なニーズ 62

実践能力

48

ボランティアの必要性

43

創造力

38

社会人としての責任

43

企画力

38

ユニバーサルデサイン

43

合理的判断力

24

地域の問題

29

環境に対する意識

24

人権問題

19

になることは重要だと思われる。本学の教育目標に即し
て言えば，工学による他者への支援を通して市民一人一
人の目線に立ち，よりよい市民として成長する教育が求
められている。
そのためには，市民の目線で技術を見直し，市民のた
めの技術を追求する視点が必要である。世界に類をみな
い高齢者社会を迎える日本において，肢体が不自由な人
や知的にハンディキャップのある人の立場からものづく
りを見直し，技術により市民の自立生活を支援すること
は重要である。
社会貢献活動の実習の一つである「福祉ものづくり」

（2007 年度 2 月調査
対象 21 名）

では，地域作業所等での労働支援具や生活補助具の要望
を受け，設計製作する。そして，学生が製作した福祉補
助具を福祉施設に障害者の生活支援のために機器を使用
してもらう。その後学生が問題点や改善点を聞き取り，
更なる改善を進めて機器の製作，改良，調整を行うこと

着するように，さらなる大学教育のカリキュラム改革が

を試みる。1 年の使用期限内に改良，調整及び機器

必要である。

チェックを実施し，改めて次の 1 年間使用してもらう，

2006 年度から実施された新カリキュラムにおいては，

という取組みである。
このような取り組みにおいて，学生は高齢者やハン

「社会貢献活動 1」に加えて，「社会貢献活動 2」がス
タートし，2 科目計 4 単位が認定できるようになった。

ディキャップのある市民一人ひとりの声を直接聞く機会

「社会貢献活動 2」が「社会貢献活動 1」の発展形態とな

を多く持ち，調整を繰り返しより使いよいものに改善す

るためには，サービスラーニングを推進することによっ

る。さらにユニバーサルなものを考案して製品化を目指

て大学でのカリキュラムとの有機的な連関を強化し，よ

す学生もいる。市民目線で直接ニーズに応えるものづく

り創造的発展的な学習へと深化することが課題のひとつ

りは，近年指摘される｢テクノデモクラシー｣の視点に合

である。

致したものともいえる xi。

②工学技術者の市民教育

理科離れに起因するといわれる技術者不足は，日本の

英国の「アクティブラーニング」もアメリカの「サー

工学にとって懸念される状況である。工学の魅力と価値

ビスラーニング」も，教育の倫理的基盤に「市民教育」

を若い世代に伝えることが急務だと思われる。困ってい

を置いている。しかし日本における「市民教育」は，道

るひとの声を聞き，それを技術によって応えて，喜んで

徳の取り扱いも含めて課題が山積する一方で，青少年育

もらうという体験を通して，学生はものづくりの喜びを

成の場面での必要も説かれている。工学技術者のあり方

感じている。「待っている人のために」という明確な目

についても，倫理や道徳は長い歴史の中で形成されてい

的意識により，工学技術の社会的な価値の認識へと至

くべきものである。国家の側から教育という場面で突然

り，機能性や安全性への高い配慮を培うものと考える。

「上から」強制されることは極力避けるべきであり，研

2005 年からスタートした｢福祉ものづくり｣において，今

究者や現場の教員のみならず多様な立場の人々を巻き込

まで全く労働できないほど肢体にハンディがある人が空

んだ慎重な議論が必要である。

き缶プレスを自立して作業できるようになり，目の不自

おそらく，人が使うモノを作る技術者の市民教育にお

由な高齢者の生活支援具の開発が進んだことは，具体的
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な成果といえる。

問題
iv

自立支援法が成立して以来，体が不自由でも労働しな
ければ生活そのものができない人が増えている。福祉に

波書店 p. 15–24
v

よる人的なサポートが困難な中，工学の福祉支援が期待
されている。高齢者社会においては，身体が不自由な人

佐藤学『習熟度別指導の何が問題か』2004，岩波書

店，p. 26–28
vi

の支援具の開発は急務である。市民目線でのものづくり
は企業人としても取り組む価値が大きいと考える。

P. 54–59 を参照。

佐藤学『「学び」から逃走する子どもたち』2000，岩

佐藤学『｢学力｣とは何か―学びのカリキュラム』

2001，岩波書店；『教師たちの挑戦―授業を創る

したがって，工学技術者としての市民を育成するため

学び

が変わる』2003，小学館，p. 6–23
vii

には，市民マインドを持った技術者の育成が重要であり，

埼玉県社会福祉協議会『市民が主役になれる本―平

21 世紀に工科系大学が取り組むべき課題であるといえ

成 12 年度アメリカ合衆国オハイオ州ボランティア交流

る。

報告書』，2001
viii

③まとめ−工学技術者の心を育てる教育を目指して

立命館大学ボランティアセンター「日本における

学生は社会に出てさまざまな立場の人々と出会うこと

サービスラーニングの可能性」『ボランティア教育と地

により，一人ひとりのニーズを受け止める心が育ち，技

域活性化』現代 GP 地域活性化「ボランティア教育の進

術の価値を考えるようになる。技術の価値を市民一人ひ

化と発展」シンポジウム, 2007. 12
ix

とり同じ目線で評価するという経験は，これからの技術
者に必要とされる素養の一つである

市民性

の何より

も実践的な学習といえる。

「社会貢献活動」履修全学生および実習受入先に配

布される『社会貢献活動

授業案内』2002 年度2005 年

度参照。
x

学生の中には，社会貢献活動ではぐくんだ障害のある

日本ボランティアコーディネーター協会 http://www.

人への強い思いが，卒業研究，大学院での研究へと結実

jvca2001.org/における，「大学ボラセン分科会の案内」

した事例もある xiii。また，生きがいを見失ない，学業に

http://www.jvca2001.org/jvcc2007/B/docs/b01.b103.html を参

打ち込めない学生や，心の悩みを抱えている学生が，切

照。
xi

実な現場のニーズを受け止め，それに応えようとするこ
とで，大学での学びに対するモチベーションが高まり，

Nel Nodding, ‘CARING’, Unversity of Calfolnia 1984,

（ネル・ノディングズ「ケアリング」立山善康他訳，晃
洋書房）。

社会人として旅立つ自信にもつながった事例もある。

xii

そのような教育効果が，学生一人一人の心の成長に寄
与するためには，体験から得た糧を自分の中に学びとし

柳田博明，山吉恵子『テクノデモクラシー宣言』丸

善ライブラリー，1998 年を参照。
xiii

て位置付ける教育方法が必要である。サービスラーニン

2003 年 5 月，『タウンニュース藤沢版』「人物風土

グの推進は，学生の学びの意欲を育てて自らの成長を見

記

守るに優れた教育方法の一つである。われわれはこの試

したい」記事参照。

みを推進し，社会貢献活動により学生の豊かな心を育
て，心優しい技術者を世に輩出するための努力を続けた
い。

註
i

長沼豊『市民教育とは何か』ひつじ市民新書 P. 165

を参照。
ii

金馬国晴「戦後初期に「学力低下」が意味したこと

―＜学力調査＞から戦後新教育の批判へ―」苅谷剛彦他
編『学力の社会学』2004，岩波 書店 P. 237–267 を参照。
iii

金馬国晴「総合学習が『学力』を形成するとき−教

科とひとまとまりにした総合学習」教育科学研究会編
『教育』2001，No. 661. 特集 / 教育課程・総合学習・学力

機械工学科 4 年川端隆太―ボランティアの枠をはず

参考文献
Kay, Cathryn Berger M.A. The Complete Guide to Service
Learning
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発の新たな展開―米国のサービスラーニングに焦点
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2001，第 4 号 P. 1–33.
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