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１．はじめに     

　2014年12月22日、中央教育審議会第96回総会において、ひとつの答申が出さ

れた。「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学

教育、大学入学者選抜の一体的改革について」と題されたこの答申は、現行の

大学入試制度を抜本的に改革するものだ。（１）答申どおりに変更が進めば、大学

入試センター試験に代わり、「高等学校基礎学力テスト」（仮称、2019年度より）

と「大学入学希望者学力評価テスト」（仮称、2020年度より）という 2 種類の

新テストが導入される。そして、新テストに合わせて学習指導要領の改訂もお

こなわれるため、高等学校教育のあり方は大きく変わることになる。（２）

　また、この答申では、大学入試制度の変更をふまえた、高等学校教育と大学

教育のさらなる連携を求めている。大学教育に関する項目は、「大学教育の質

的転換の断行」という強い表現で始まる。それに続き書かれていることは、高

等学校教育において培われた「生きる力」「確かな学力」をより発展 ･ 向上さ

せるよう、大学における教育内容、学習 ･指導方法、評価方法、教育環境を根

本から見直すべきだとの指摘だ。特に、大学における初年次教育に関しては、

以下の記述がある。

　また、大学入学後の初年度における教育については、初年次教育、導入

教育、リメディアル教育等の様々な概念が混在している。高大接続の観点

から、高等学校教育の質の確保 ･向上とアドミッション ･ポリシーに基づ
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く大学入学者選抜の確立の上に、その意義をもう一度見直すならば、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

すべきであり、高等学校教育から大学における学修に移行するに当たって、

大学における本格的な学修への導入、より能動的な学修に必要な方法の習

得等を目的とするものとして捉えるべきである。

　こうした大学初年次教育の展開 ･実践は、高等学校教育の成果を大学入

学者選抜後の大学教育へとつなぐ、高大接続の観点から極めて重要な役割

を果たすものであり、その質的転換を断行するには、高等学校教育、大学

教育の新しい姿を確立するととともに、これらの教育で育成すべき力を円

滑に接続するための研究開発が必要である。

　ここで指摘されているように、現在、大学における初年次教育は、その概念

も授業内容も多岐にわたっている。だが、大学において10年以上、初年次教育

に携わってきたわたくしの立場からいえば、このよう現状は「憂うべき混乱」

ではない。当たり前のことではあるが、同じ年度に入学した大学生１年生であっ

ても、学力差や能力差、大学における学びへの意識の差は著しく大きい。それ

ゆえ、初年次教育を、大学入試までに学生が培ってきた「生きる力」や「確か

な学力」をさらに磨いていく場とするのであれば、バリエーション豊富な科目

設定と学生の需要に沿った授業内容が必要なのである。

　初年次教育においては、たしかに高等学校教育と大学教育の教育連携をさら

に強めていくべきだろう。しかし、それは、大学１年生という存在が有する可

能性や抱える問題を、顕在化させるための手段という意味においてのみである。

たとえば、高等学校の学習指導要領の延長に大学における初年次教育を位置づ

け、その概念や授業内容を画一化することは、大学１年生から「能動的な学修」

の機会を奪うことになってしまうだろう。

　アメリカでは、1970年代から高等教育機関で初年次教育が広がっていった。

日本では、アメリカの教育制度などを参考に、2000年代に入り、本格的に初年

次教育に関する調査・研究や科目設置がおこなわれるようになった。（３）特に近

年、日本の大学における初年次教育の重要性を指摘する声は、ますます大きく
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なっている。そこにはもちろん、前掲の答申に見られるような教育政策を立案

し推進する側からの要望だけでなく、教育現場において挙がった大学１年生か

ら切実な訴えも含まれているのだ。

　駒澤大学では、2014年度から初年次教育科目として「新入生セミナー」が始

まった。また、全学共通教育科目に「ライフデザイン分野」が新設され、そこ

では１・２年生を対象に「ライフデザイン入門」と「キャリアを考える」が開

講されることとなった。漸進的な歩みではあるが、大学教育の「質的転換」に

向けたカリキュラムなどの見直しが図られている。これは、学生から発せられ

た具体的なニーズに応えるための改革だともいえる。

　本稿は、駒澤大学における初年次教育科目「新入生セミナー」をもとに、教育

実践の一例を報告するものである。初年次教育科目を「能動的な学修」の場とす

るためには、様々な事例を、試行錯誤の過程も含めて顕在化させる必要がある

と思われる。駒澤大学における実践記録である本稿が、日本の高等教育機関に

おける初年次教育をより豊かなものにするための材料となれば幸いである。（４）

２．「フレッシュマンセミナー」から「新入生セミナー」へ

　2014年度の「新入生セミナー」の導入まで、駒澤大学では「フレッシュマン

セミナー」という初年次教育科目が存在した。2010年度から2013年度までの４

年間、わたくしはこの科目を担当し、文章表現演習を中心とした授業をおこなっ

た。その理由は、半期という限られた期間で、大学生活に不可欠な力を新入生

が実践的に身につけるためには、授業内容を絞る必要があると判断したからだ。

　昨今、大学入試において小論文や長文の記述を課す大学は減少傾向にある。

そのような現状の影響もあり、高等学校までの授業において「文章を書く」と

いう経験を積み重ねないまま、大学に入学してくる新入生が年々増えている。

つまり、「論理的な文章の書き方」や「レポートの構成方法」などを学ぶ以前に、

そもそも「文章を書く」という行為に慣れることが必要な学生が多数存在する

のだ。

　それゆえ、「フレッシュマンセミナー」では、友人間でのメールなどとは異
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なる文体で自己を表現することや、自らの意見を他者に明確に伝えるための演

習をおこなった。新入生が抱いている「書くことに対する苦手意識」や「表現

するという行為に対する恐怖感」を緩和し、演習の蓄積に裏打ちされた「文章

を書くことに対する自信」を少しでも身につけることを、授業の目的としたの

である。

　また、授業の担当者としては、「フレッシュマンセミナー」という初年次教

育科目を履修した経験が、４年後の就職活動においても活かされて欲しいと

願っていた。「フレッシュマンセミナー」の履修者は、累計で数百名に及ぶため、

すべての履修者の軌跡を追うことは不可能である。ただ、駒澤大学における「平

成26年度ＦＤ研修会」で、わたくしが初年次教育に関する報告をするにあたり、

2011年度に「フレッシュマンセミナー」を履修した学生が２名、コメントを寄

せてくれた。本稿に資料として付した２種の意見は、履修者全体を代表するも

のではない。とはいえ、大学における初年次教育の可能性を表した言葉として、

受け止めることはできるだろう。（５）

　「フレッシュマンセミナー」と「新入生セミナー」は、ともに初年次教育に

分類される科目だが、選択科目かどうかという最大の違いがある。前者は必修

科目ではなく、数種ある「フレッシュマンセミナー」の中から、履修者が自分

に必要な内容を選択できた。一方、後者は全学共通シラバスの全員履修科目で

ある。新入生は、指定されたクラスで「新入生セミナー」を受講しなくてはな

らない。

　初年次教育の重要性を考えれば、新カリキュラムを導入するにあたり、「新

入生セミナー」を全員が履修しなければならない科目にしたことは肯ける。し

かし、すべての新入生が、自ら選んだのではない科目に対して、はじめから学

ぶ意義を理解し、主体的に取り組むことができるわけではない。このような学

生のとまどいを理解したうえで授業をおこなっていく調整力が、「新入生セミ

ナー」の担当者には、つねに求められているといえよう。言葉を換えれば、「新

入生セミナー」とは、シラバスに掲げられた４つの柱―「駒澤大学において、

誇りある大学生としての自覚を養う」、「学びの態度を「学習」から「学問」へ

と深化させる」、「他者との交流を通じて自己を磨く」、「たえず流動する社会の
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なかで自己を方向づけ、位置づける」―を授業という形で具現化するためのア

イデアと、そのような授業の意義を履修者が実感できるような工夫を必要とす

る科目なのである。

　「新入生セミナー」を担当するにあたり、シラバスに記された方針と、これ

まで初年次教育に携わった経験をもとに、わたくしは「グループワークと口頭

発表を中心にする」という授業計画を立てた。他者との関わりの中で自己を見

つめ直し、思考を深めることを主眼とするこの科目には、クラス内で交流をお

こない、履修者間で明確なゴールを共有できる演習が適していると判断したか

らである。

　先に述べたように「フレッシュマンセミナー」において、わたくしは文章表

現演習を主軸とした授業をおこなってきた。現在でも、すべての大学１年生に

とって、「文章を書く」という経験の蓄積は必要であるという認識に変わりは

ない。しかし、「毎回書かされる授業」に参加することは、履修者にとって大

きな負担になることは事実である。自ら希望して履修した科目でなければ、演

習の効果を実感できる前に脱落してしまう。また、文章表現演習の授業では、

履修者それぞれが自分のペースで作業する時間を確保しなければならない。半

期という期間では、文章を媒介にしたクラスメートとの交流は可能であっても、

共同作業を通しての他者との交流に授業回数を割くことは難しいのである。そ

れゆえ、「新入生セミナー」では、グループワークなどの共同作業を主軸とし、

文章表現演習に関しては、ワークシートの作成をはじめとする基礎的な演習を

おこなった。その際には、すべての履修者が余裕を持って「書く作業」に取り

組むことができるよう、スケジュールや課題の難易を調整するよう心掛けた。

　新カリキュラムの中でわたくしは、１・２年生を対象とした選択科目「ライ

フデザイン入門」と、１～４年生を対象にした選択科目「メディアと文化入門」

「メディアと文化発展」を担当している。これらの科目では、「フレッシュマン

セミナー」と同様に、文章表現演習を積極的に取り入れている。2014年度、15

年度に関していえば、「新入生セミナー」と同時に、あるいはその後に、「ライ

フデザイン入門」や「メディアと文化入門」「メディアと文化発展」を履修し

た学生が見受けられる。今後数年の変化を見ていかなければ確定的なことはい
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えないが、初年次教育が、積極的に自分の考えを文章化するという「能動的な

学修」につながっていく芽が、このような形で萌しつつあることは指摘してお

きたい。

３、「新入生セミナー」の授業展開と教材例

　2014年度、15年度ともに、わたくしは「法学部法律学科」の「新入生セミナー」

を担当した。履修者数は、2014年度は52名、2015年度は51名であった。このよ

うな１クラスの規模は、グループワークや口頭発表などの演習をおこなうには

大きすぎるが、現在のカリキュラムでは変更不可能である。それゆえ、下記の

形式で参加型の授業をおこない、履修者間の交流と共同作業の時間を確保すべ

く努めた。なお、授業において履修者に配布したプリントは、その一部を≪参

考資料≫として付してある。併せて、ご覧いただきたい。

≪ 2014年度・2015年度に実施した演習≫

＊グループワークＡ「他者紹介」

［進め方］

　①「自己紹介のためのワークシート」の執筆→【参考資料Ａ－１】

　②抽選によりグループ分け（９グループ×５～６人）

　③グループ発表のための準備→【Ａ－２】

　④グループ発表およびコメントシートの執筆

［この演習の特徴］

　ありきたりなものになりがちな「自己紹介」を捉えなおし、他者の視点から

自分自身のあり方を見直す作業が「他者紹介」である。グループ内の他者に「自

己紹介」を代行してもらうためには、言葉を尽くして自分の特徴を説明しなけ

ればならない。また、自分を構成する要素の中から、何を選べば効果的に「自

己紹介」を代行してもらえるのかも考えなければならない。ほぼ初対面の相手

と、言葉によるコミュニケーションをとることが要求されるこの演習は、履修
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者間の交流の土台となるものである。

　さらに、「他者紹介」の演習は、初年次教育をキャリア教育の入り口として

位置づけるという意味も有している。就職活動を始めるにあたり、大学生を悩

ませる第一の難問は「自己分析」である。履修者には、「新入生セミナー」に

おいて「他者紹介」の演習をおこなうことは、就職活動につながる道であると

説明し、意識的に取り組むよう助言した。

＊グループワークＢ「新聞 3紙の比較および分析」

［進め方］

　①「自己分析のための課題作文」の執筆→【Ｂ－１】【Ｂ－２】

　②「同日の新聞３紙を比較するためのワークシート」の執筆→【Ｂ－３】

　③抽選によりグループ分け（９グループ×５～６人）

　④グループ発表のための準備→【Ｂ－４】

　⑤グループ発表およびコメントシートの執筆

［この演習の特徴］

　グループ発表とは、同じグループに配された人々とゴールを共有することで

ある。共同作業を通して他者と出会い、自己を振り返るために有益な作業だと

いえよう。しかしともすると、発表を終えることばかりに意識を向けてしまい、

グループ内の自己満足に終始してしまうケースも見受けられる。それゆえ、他

のグループと作業内容を比較でき、「口頭発表の差異化」について考える機会

となる演習が必要となってくる。

　「新聞３紙の比較および分析」では、２種類の個人作業のあと、グループ内

で意見を調整し、口頭発表をおこなった。口頭発表の資料として使用した新聞

は、同日の『朝日新聞』『読売新聞』『東京新聞』である。個人作業の段階で、

履修者は全員、３紙に目を通している。この演習のポイントは、発表者も聞き

手も同じ情報を共有しているという前提をふまえて、視点の独自性をグループ

で考え、発表内容をまとめることにある。

　2015年度は５月25日発行の３紙の朝刊を使用した。この日はスポーツの勝敗

など３紙すべてに共通する内容のほか、「同性婚の立法化」にかかわる記事や「ブ
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ラックバイト」の特集などが掲載されていた。法学部の新入生にとっては、関

心の持てる内容が多く、「口頭発表の差異化」のために新聞記事以外の資料を

調査したグループもあった。参加型の学習により、履修者の能動性が引き出さ

れたケースだともいえよう。

　最後に、新聞の選定に関して述べたい。2014年度、15年度ともに、グループ

ワークＢの資料として、地方紙のひとつである『東京新聞』を加えた。それは、

「地域の視点」や「生活実感から考えること」の重要性を履修者に伝えたかっ

たからである。法学部では、「地元で公務員になりたいから法学部に進学した」

と断言する新入生が少なくない。そのような学生の志向に応えるためにも、「地

域の視点」を念頭にメディアに触れる場を初年次教育の中に設けることにした

のである。

≪ 2014年度のみで実施した演習≫

＊「誕生日のニュースを調査・分析した意見文」の執筆

［この演習の特徴］

　図書館ガイダンスの際に、新聞記事データベースおよび新聞縮刷版の利用法

について解説した。この演習では、図書館ガイダンスを参考に、履修者それぞ

れが図書館で新聞記事を調査し、その結果を意見文としてまとめる作業をおこ

なった。意見文の執筆にあたっては、段落構成の見本を配布し、レポートなど

を書く際には内容だけでなく、形式も整理することが重要であると助言した。

→【Ｃ－１】

≪ 2015年度のみで実施した演習≫

＊「企業のホームページを調査・分析した意見文」の執筆

［この演習の特徴］

　2014年度の履修者の様子や直話から判断すると、新聞を題材とした演習は、

法学部の新入生にとって主体的に取り組むことができるものだったようであ
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る。しかし、新聞は専門科目の授業などでも教材として利用されている。それ

ゆえ、わたくしは「新入生セミナー」では、新聞以外のメディアに触れる機会

を増やすべきであると考えた。また、ｅラーニングの普及が目されている現状

をふまえれば、コンピューターを使用した演習を、少しでも初年次教育におい

て取り入れる必要がある。

　2015年度に関していえば、ＰＣ教場を２回利用することができたため、新た

な演習が可能であった。ＰＣを使用した授業では、「件名を付してメールを送る」

「添付ファイルで文書を送る」といった、極めて基本的な作業の確認からおこ

なった。その結果、スマートフォンは自在に操れても、パソコンになるとキー

ボードを打つことすらおぼつかない大学 1年生が、多数存在することが明らか

になった。また、この演習でも意見文の作成をおこない、2014年度と同様、レ

ポートなどを執筆する際の注意点をまとめた。→【Ｄ－１】

　2014年度、2015年度の「新入生セミナー」で取り組んだ演習は、上記のとお

りである。これ以外には、４年間の大学生活に関するガイダンスを適宜おこな

い、図書館見学と禅文化歴史博物館の説明会に参加した。

４、今後の課題

　2015年度の「新入生セミナー」では、最終回に履修者から初年次教育科目に

関する意見（記名）を募った。意見の執筆は任意だったが、44名が協力してく

れた。意見を求めた項目は次の３点である。用紙には、「皆さんの分析は、今

後の授業や授業報告に関する文章の中で紹介させていただければと思います。

個人情報は出しませんので、ご協力ください」という注記をつけた。記述によ

る回答であるためすべてを掲載することはできないが、「新入生セミナー」の

現状を伝える資料として特徴的な内容をまとめて紹介する。
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≪回答≫

①「新入生セミナー」を履修してみて、感じた事や考えた事

＊半期だったが、大学というものがどんな所か少しわかった気がした。グルー

プワーク、図書館の使い方、マイクを使った発表など、ほかの授業では体験

できないことができた。今後のプレゼンの機会などに向けて自信がついた。

さらに大学はクラスがないので、何人かの友人ができたのもよかった。

＊新聞に関して、色々な観点から考えたことがなかったので、面白かった。

＊他の講義でレポート課題が出される前に、レポート作成の仕方を知ることが

できてよかった。必要なスキルや情報処理の方法も分かってよかった。

＊今までパソコンでメールを送ったり添付したりした経験がなく、やり方が全

く分からなかったのだが、この授業で丁寧に教えてもらえて助かった。

＊駒澤大学の紹介から始まって、先輩たちの経験談、就活時の注意事項、新聞

の研究、グループワーク、レポート練習といった即役に立つ事柄で、将来必

ず活用できる事柄が学べて力になった。大学生活でのスタートをきるには、

とても重要な授業であると感じた。

②「新入生セミナー」を履修してみて、難しかった事や取り組みにくかった事

＊グループワークでコミュニケーションを取ることが大変だった。特に、自分

がまとめ役になるのは厳しいと思った。発表自体は緊張するが難しいことで

はない。だが、人との話し合いは難しかった。

＊他者紹介は、話したことのない初めて会う人について発表しなければならな

かったので、積極性などが問われていると思った。初対面の人と話すのは苦

手なので大変だった。また、自分を相手に知ってもらうことと、相手をよく

知ることの難しさと大切さを感じた。

＊普段、新聞をあまり読まないので、新聞を使ったグループワークは取り組み

にくかった。ネットのニュース等で世の中の情報を理解しているつもりだっ

たが、新聞を読んで、自分が理解できていないことがわかった。

＊ファイルをメールに添付するのが難しかった。自分は、パソコンが苦手だと

いうことに気づいた。
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③「新入生セミナー」で取り上げた方がいい事や取り上げて欲しかった事

＊大学の設備の使い方（図書館のコピー機の使い方や、大学のパソコンを利用

したレジュメの作成・印刷方法ほか）

＊単位取得や試験の注意点

＊就職活動に関する情報

＊パソコンの基本的な使い方

＊グループワークやグループディスカッション

＊文章表現演習やレポートの書き方

　「新入生セミナー」を２年間担当したが、その中で痛感したことは、半期と

いう短い期間でシラバスに掲げられた４つの柱を具体化することの難しさであ

る。また、新入生が初年次教育に求める内容は多岐にわたっており、１年生の

前期に設定された全員履修の１科目だけで対応することは不可能であるといわ

ざるをえない。次年度以降の「新入生セミナー」に関して、わたくしは、本稿

にまとめた２年間の取り組みをあらためて検討し、授業展開と教材を練りなお

す所存である。しかし、個人の取り組みには限界がある。できるかぎり早急に、

全学的な初年次教育のあり方の見直しが必要なのではないだろうか。

〔注〕

（1）文部科学省のホームページに掲載された「新しい時代にふさわしい高大接続の

実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について～ 

すべての若者が夢や目標を芽吹かせ、未来に花開かせるために ～（答申）」（平成

26年12月22日　中央教育審議会）を資料として使った。

　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1354191.htm

（2）『朝日新聞』（2015年８月28日、朝刊）に掲載された、大学入試改革について話

し合う文部科学省の有識者会議の中間まとめ案によれば、当面は「高等学校基礎

学力テスト」の成績は大学入試に使わないとのことである。

（3）山田礼子「初年次教育の歴史と理論」（『大学と学生』）第528号、日本学生支援機構、

2008年５月）によれば、20世紀の初頭からアメリカの大学では初年次教育の原型

とも呼べる教育があったが、学びの方法や人間関係を培うことを目的とした、現
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在のような性格の科目となったのは1970年代からである。また、日本における初

年次教育の研究・実践を受けて、初年次教育学会が設立されたのは2007年である。

（4）近年、履修者の能動的な学習（学修）につながる参加型授業を、「アクティブラー

ニング」と呼ぶことがある。『アクティブラーニング入門』（小林昭文、産業能率

大学出版部、2015年４月）は授業実践に裏打ちされた示唆的な１冊であり、『現場

ですぐ使えるアクティブラーニング実践』（小林昭文ほか編著、産業能率大学出版

部、2015年８月）といった取り組みもまとめられている。しかし、「アクティブラー

ニング」の概念規定は論者により異なることが多く、教授法としても模索の段階

にある。それゆえ、本稿では、この表現は使用しなかった。

（5）「平成26年度ＦＤ研修会」（2015年１月28日開催）の配布資料として、2011年度

の履修者から寄せてもらったコメントは、下記のとおりである。コメントの依頼

および執筆は、2014年12月である。２人とも、駒澤大学における初年次教育の資

料としてコメントを公表することを快諾してくれた。心より感謝申し上げる。

◇Ｘさん（経営学部所属、専門商社に内定）の回答　

①「フレッシュマンセミナー」を履修した経緯

　一番の理由は、この科目が１年生でしか履修することができない科目だからだ。ま

た、所属していた部の先輩が、「履修して良かった」と後押しをしてくれたことも理

由の１つだ。

②「フレッシュマンセミナー」を履修して感じた事

　正直、希望した全員が履修できると考えていたため、教卓で抽選が始まった時は、

驚いた。運良く履修できたこの科目だが、１対１で自分の文章を見てもらえ、顔と

名前を覚えてもらえることは、入学したての私にとって、とても嬉しく安心したこ

とを覚えている。１年生の頃の私は、「フレッシュマンセミナー」の内容をただ面白

いと思っていたが、この授業で学んだ事は非常に大きく、大学４年生になった今で

もプリントなどを見返して参考にしている。( 文章の書き方はもちろん、引用出典の

書き方など ) また、授業を終えた後、「前期だけでは足りない」と感じたのも覚えて

いる。

③就活を終え、大学生活を振り返って、

　大学１年生の時に学んでおいた方がよい事や学びたかった事

　私の就職活動は、何度か道に迷ったりもしたが、最終的には楽しんで行うことがで

きた。その際、なぜ楽しみながらできたのかというと、「大学生の間に小さな達成感

を少しずつ積み重ねることで、自分に自信を持つことができたから」だと感じている。

１年生で文章の書き方を学び、２年生で希望のゼミに入ることができた。ゼミでは 2

か月に１回レポート提出があり、その際にも、「フレッシュマンセミナー」の経験は

役立った。ゼミで失敗も成功も経験したため、自信が生まれたのだが、すべての始
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まりは、１年生の前期に文章の書き方を学べたことにあると思う。また特に就活期

間中、自分のゼミの先生だけでなく、「フレッシュマンセミナー」担当の先生とお話

する機会を頂けたことは、非常に貴重でありがたかった。様々な先生方のご意見を

伺うことで、就活期の自分を客観的に見ることができ、心の支えにもなった。

◇Ｙさん（文学部所属、地方銀行に内定）の回答　

①「フレッシュマンセミナー」を履修した経緯

　KONEKO 上での、履修登録の説明を読み、自分自身で「書く」ということを重視

した授業が珍しかったから。当時は大学に入学したばかりであったので、就職活動

は遠い存在と感じていたが、少しでも他の生徒より「自分を表現する」練習をした

いと考えた。

②「フレッシュマンセミナー」を履修して感じた事

　授業内容を思い出してみると、自分の長所や短所、自己紹介を書く練習から始めた。

簡単そうに見えるが、いざ書こうとすると、自分のことであるのに、自己分析ができ

ていないのに気付いた。授業の中で、「今までで一番力を入れたことを、具体的に書

く」という題材があった。私は、高校の時のアルバイト経験を書いた。自分自身は

ごく普通にアルバイトをこなしていたように思っていたが、実は様々な工夫して行

動していたことを、「フレッシュマンセミナー」を通して初めて実感させられた。自

分の経験を文字にすることにより、「私らしさ」に自信を持てるようになった。思い

返してみれば、「フレッシュマンセミナー」の内容の多くが、通常の大学の授業で役

立つことであるのはもちろん、就活へも繋がるものだった。就活を終えてから、そ

れを更に強く感じるようになった。「自分はどのような人間なのか」ということをま

ずは認識した上で、「どのような職に就くことが幸せに繋がるのか」が見えてくるの

だと思う。企業にエントリーし、面接などの選考にたどり着くためには、「自分らしさ」

を表現することが不可欠だ。だが、その作業はなかなか困難であり、練習が必要だっ

た。「フレッシュセミナー」では、自分の長所短所から始まり、何を頑張り、何に力

を入れたのかなど、「自分と向き合う」機会が多かった。その内容は、エントリーシー

トで書かされる頻出のテーマであるし、面接でも必ず質問される。大学４年になって、

このような「自分を見つめ直すこと」を初めてする人と、経験したことのある人では、

同じ作業をしても、かかる時間が異なる。「フレッシュセミナー」では、制限時間が

設けられた中で、文章を書き上げなければならなかった。就職が上手くいくことが

人生の全てではないが、私自身、大学１年生の時に考える練習と書く練習をさせて

頂けたおかげで、就活期間中は大いに「過去の自分」に助けられた。また、少人数

であったこともあり、先生に顔と名前を覚えて頂けた。「フレッシュマンセミナー」

の後も、先生の他の授業を履修するだけでなく、就活においても相談にのってもらっ

た。そのような先生と出会えたことも含め、履修して本当に良かったと感じている。
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③就活を終え、大学生活を振り返って、

　大学１年生の時に学んでおいた方がよい事や学びたかった事

　企業名を聞いても、大企業しか知らなかったので、一からどのような企業があるの

か学ぶことが大変であった。大まかで良いので、授業の中で、新聞やニュースで話

題になっている企業の紹介をして頂けると有難い。私自身は企業分析も苦手だった

ので、企業の伝えたいメッセージや、同業他社間で異なる部分を見分けることので

きる力をつけることが必要であると考える。例えば、「2 つのものを比較し、どのよ

うな違いがあり、自分はどちらが良いと思うか」など簡単な課題を書いた上で、生

徒間で意見の交換などをしてみても良いのではないかと考える。考えること書くこ

とに加え、初対面の人と話す練習にもなるのではないかと思う。

≪参考資料≫

【Ａ－１】「自己紹介のためのワークシート」の項目（2015年度に使用）

［１］「自分をあらわす３つのキーワード」の提示

［２］各キーワードに関して、

　　 それを選んだ「理由」と、それにかかわる「エピソード」の紹介

【Ａ－２】「他者紹介」のグループワークにあたり配布したプリントの内容

［１］準備にあたっての注意点

（1）グループ内の役割分担を明確にしておく。

　　（司会役は？　誰が誰の紹介をするのか？　紹介の順番は？……etc.）

（2）インタビューの段階で、具体的に「取材」をする。　

　　（「キーワード」のメモなどを利用する）

（3）「取材」した内容を構成したうえで、紹介する。

（4）紹介するときは、言葉づかいや語尾の表現を意識する。

［２］気を付けよう！―よくある失敗例

→「他者紹介」の口頭発表にあたり、「らしいです」「そうです」といった伝聞や推

測の表現を連発してしまう場合が多い。「失敗例」と「成功例」を紹介し、注意を

促した。「失敗例」などの具体的な記載は、本稿では略す。
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【Ｂ－１】「自己分析のための課題作文」の執筆にあたり配布したプリントの内容

（2015 年度に使用）

［１］意見文やレポートを書くときも、就活などで自己ＰＲをまとめるときも、基本

的な注意点は同じだ。ただし、統計学や法律学など、独自の注意点が存在する

分野もある。それゆえ、ここでは、どのような文章を書く場合でも、絶対に忘

れてはならない注意点についてまとめておく。

（1）文の長さ　（2）段落の長さ　（3）文末表現

→例をあげて説明。具体的な記載は、本稿では略す。

（4）日本語表現

①「〜だし」「〜なので」「〜けど」「〜たり」「でも」「だけど」「やっぱ」など

の口語表現を、基本的に使ってはいけない。「とても子どもっぽい文章」になっ

てしまう。

②「いっぱい」「とても」「たくさん」「すごい」「色々な」「様々な」「うまく説

明できない」「どちらともいえる」などを連発してはいけない。これらの表現は、

内容をごまかす時に使うＮＧワードだともいえる。

③抽象的な漢語や意味のよくわからないカタカナを不用意に使ってはいけない。

コピー＆ペーストを疑われる原因となってしまう。

④パソコンで文章を作成する場合でも、原稿用紙の使い方のルールを忘れな

い。ワードの自動設定が原因で、レイアウトなどが上手くいかない場合もある。

困ったら、「ページレイアウト」→「余白」→「ユーザー設定の余白」→「文

字数と行数」などをみてみる。

（5）構成　（6）レポート等でよく使う表現　（7）レポート等でよく使う記号

→例をあげて説明。具体的な記載は、本稿では略す。

【Ｂ－２】「自己分析のための課題作文」の提出用原稿用紙に付した注意点

［１］６月からの「新入生セミナー」では、新聞を題材に使い、分析や発表をしてい

きます。それにあたり、みなさんの文章力を確認したいと思います。

ただし、この課題は試験ではありません。あまり構えずに、自分のできる範

囲で課題を書いてみてください。

（1）題目：駒澤大学に入学して１か月以上経った。最近、気になることは？
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　　　　　（切り口は任意。日常生活に関する事でもニュースに関する事でも可。）

（2）注意点：横書き。「です。ます。でした。ました。」調の文末表現は不可。

　　　　　　字数制限なし。

【Ｂ－３】「新聞３紙の比較および分析」のためのワークシートの項目

［１］各新聞名、発行年月日

［２］最も印象に残った記事の見出し

　　（最大活字のものだけでよい。分析にあたって必要な場合は複数あげても可。）

［３］選択理由

［４］３種類の新聞を「ななめ読み」してみて、気が付いたことや感じたこと

【Ｂ－４】「新聞３紙の比較および分析」のグループワークにあたり配布したプリン

トの内容

［１］今回の発表内容（選定理由や記事の内容に対するコメントも述べること）

（1）『朝日新聞』『読売新聞』『東京新聞』、３紙の違いが一番よく分かる紙面

（2）グループで選んだ『朝日新聞』のトップ記事

（3）グループで選んだ『読売新聞』のトップ記事

（4）グループで選んだ『東京新聞』のトップ記事

（5）グループで選んだ「2015年５月25日」のトップ記事

［２］なぜ、「新聞分析グループワーク」をおこなうのか？　―口頭発表の注意点

（1）参加者の立場を考える。　

①今回は、「グループで選んだ◎◎」を発表する課題である。作業の都合で「誰か一

人が選んだ◎◎」であっても、それをグループの意見として発表しなくてはなら

ない。「どの記事について、どのような説明をするのか」、あらかじめグループ全

員で合意しておく。

②「記事の紹介」と「記事に対するコメント」のメリハリをつける。

③「誰が話すのか？　誰が司会をするのか？」など、役割分担を明確にする。

④発表者は、自分の名前などの基本情報を省かない。発表者へコメントをする場合も、

同様である。

⑤「発表の始まり」と「発表の終わり」を明示する。

－ 167－

（16）



（2）発表内容のバランスを考える。

　　（レポートなどを書く場合も、下記の注意点をふまえること）

①評価する場合も、批判する場合も、実際の記事（資料など）にそって発表をする。

記事の見出しや資料の中の表現などを引用すると、内容の濃い発表になる。

「××新聞　2015年５月25日の１面掲載」など出典を明示して、「引用」してみよう。

例えば、「○○新聞は保守的だ」といった一般論やイメージだけでは、聞き手や読

み手を納得させることはできない。記事や資料の内容にそった、具体的な指摘を

する必要がある。それができない場合は、内容や論を組み立て直さなくてはなら

ない。

②感情的な表現や感覚的な表現を言い換える。「面白いと思いました」などの表現だ

けでは、幼稚な印象を与えてしまう。「面白い＝どのような点に興味がひかれたの

か？」「どのような効果があるのか？」「どのような情報が得られるのか？」など、

説明を加えなければならない。

③自分の意見に責任を持つ。法学部の学生が、冤罪などの社会問題や紛争などの国

際問題に関心を持つことは当然だ。４年間かけて、探究を続けてほしい。しかし、

口頭発表やレポートなど公の場で意見を述べるときは、つねに「自らの知識には

限界があること」を念頭におき、「異なる意見の持ち主の存在」を忘れてはならない。

「なんとなくの好悪」や「聞きかじりの知識」で意見を述べると、自らの視野の狭

さを露呈させるだけになってしまう。しっかりとした知識を身に着け、感情論で

はない、冷静で説得力のある意見を述べられるようになろう。

【Ｃ－１】「誕生日のニュースを調査・分析した意見文」の執筆にあたり配布したプ

リントの内容

［１］課題

「誕生日のニュース分析」任意の全国紙（新聞）を選び、図書館の縮刷版またはデー

タベースを利用して、自分の誕生日に発行された新聞について調べる。

［２］注意点

（1）新聞は、月・日のみ自分の誕生日と同じものにする。

　　年については、生まれた年でなくてもよい。

（2）授業時に、「新聞社が選んだトップ記事」と「自分が選んだトップ記事」のコピー

を準備してくること。調べた結果、「新聞社が選んだトップ記事」と「自分が選

んだトップ記事」が同じになってもよい。

（3）「自分が選んだトップ記事」として、「広告」や「投書」などを選んでもよい。

また、書かれている内容だけではなく、写真や構成などに注目して選んできて
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もよい。

［構成例］

◆第一段落：「○○年」を選んだ理由　

　○○年○月○日に発行された『○○新聞』をもとに、新聞記事の分析をおこなう。

○○年を選んだ理由は、□□□だからである。□□□□□。

◆第二段落：新聞社が選んだトップ記事の紹介と、それに対する意見　

　この日、新聞社が選んだトップ記事は「最大の見出しを引用する」である。記事

の中では、□□□について言及されている。私は、□□□□□。

◆第三段落：自分が選んだトップ記事と、それに対する意見　

　では、次に私が選んだトップ記事を紹介したい。私が選んだトップ記事は、「最大

の見出しを引用する」である。なぜ、この記事を選んだのか。それは、□□□だからだ。

私は、□□□□□。

◆第四段落：まとめ（第一段落～第三段落のキーワードを繰り返せばよい）　

　以上、○○年○月○日に発行された『○○新聞』をもとに新聞記事の分析をおこなっ

た。この日は、「第二段落に引用した見出し」から「第三段落に引用した見出し」まで、

多様なニュース（極めて重要なニュース…etc.）に満ちた一日だったといえる。

【Ｄ－１】「企業のホームページを調査・分析した意見文」の執筆にあたり配布した

　　　　 プリントの内容

［１］課題

下記のレポートをまとめ、そのレポートを、適切な件名を付した送り状とともに、添

付ファイルで内藤宛にメールで送る。

（1）レポートの分量：ワード文書、Ａ４サイズ１枚程度

（2）レポートの題目：ホームページから分かる企業の取り組み

（3）レポートの構成：次の企業の中から１社選び、その企業のホームページを調べる。

ホームページで紹介されている企業の取り組みの中で一番印

象に残ったものについて、意見を述べる。

（4）調査対象の企業：（株）キッコーマン、（株）キューピー、（株）山崎製パン、（株）

敷島製パン、（株）明治、（株）ロッテ、（株）江崎グリコ、（株）

カルビー、（株）ブルボン、（株）森永製菓

［２］構成例

◆第一段落：企業名の提示、企業の取り組みの提示

　（株）◎◎に注目し、そのホームページで紹介されている取り組みについて意見を

述べていきたい。今回、私が選んだ取り組みは、「わかやま森プロジェクト」である。

◆第二段落：自分が選んだ企業の取り組みの特徴
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　「わかやま森プロジェクト」とは、（株）◎◎の人気商品「森の水」と関係がある。

「森の水」は、20年以上消費者に愛され続けているミネラルウォーターだ。その水源は、

和歌山県にある。「わかやま森プロジェクト」は、「森の水」の水源を守るために毎

年植樹を行うという取り組みだ。□□□□□。

◆第三段落：自分が選んだ企業の取り組みに対する意見

　私は、「わかやま森プロジェクト」とは非常に魅力的な取り組みだと思う。「森の水」

の美味しさの源である自然環境を守るという意義だけでなく、地域の活性化につな

がるからだ。ホームページで紹介された写真を見ると、□□□□□。

◆第四段落：自分が選んだ企業の取り組みの特徴、およびそれに対する意見をもう

一度提示する　

　→第二段落、第三段落の内容を簡単にもう一度書き、まとめの言葉を添える

　「わかやま森プロジェクト」は、「森の水」の水源を守る取り組みであると同時に、

企業の社会貢献活動の一例である。（株）◎◎が、大手企業としての責任を果たそう

とする姿勢は、ホームページに紹介された「わかやま森プロジェクト」にはっきり

と表れているのである。　
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