
．はじめに

大学教育の質の向上が求められるなか、近年では多くの大学で実践を交えた教育が展開さ

れている。そうしたなか、大阪商業大学では、 年より 実践教育による社会的問題解決

能力の養成─フィールドワークを活用したプロジェクト型演習の導入─ というプログラム

を実施している。これは、文部科学省の 質の高い大学教育推進プログラム （教育 ）

の採択を受けたものである。

その仕組みは、通常のゼミナール（教室での座学）にフィールドワーク（学外での活動）

を組み合わせるものであり、原則として 年次から 年次まで 年間一貫して開講される。

年度で ゼミナールが開講されており、そのテーマは、 高齢者の就業支援 、 河川環

境の保全 、 地方鉄道の活性化 、 中小企業と連携した商品開発 、 商店街の活性化 、 地

域福祉への参画 、 ビジネス・インターンシップの実践 、 観光による地域活性化 など多

岐に及んでいる。

こうした活動を通じて、社会における問題発見・解決能力を学生に体得させるとともに、

創造性、判断力、行動力、コミュニケーション能力、協調性など、いずれ社会人として必要

となる基礎的能力の育成を図ることが目的とされている。

実際にフィールドワークゼミに参加することで、他者と協調しながら物事を進める大切さ

を学んだという学生、グループの意見をまとめることが得意になったと話す学生、引っ込み

思案を克服できたと喜ぶ学生など、程度の差こそあれ、それぞれに成長を遂げているように

感じられる。

．はじめに

．成果指標の開発と因子分析

．ランダム実験モデルによるフィールドワークの成果の計測

．社会的問題解決能力に対するフィールドワークのインパクト評価

．おわりに

社会的問題解決能力養成手段としての
フィールドワーク活動に関する分析
大阪商業大学の学生を対象とした調査に基づく計測

永 佳 甫
横 見 宗 樹
宍 戸 邦 章



しかしながら、このような感想は客観的な裏付けを伴うものではなく、フィールドワーク

ゼミの効果を確認するには定量的な手法を用いた分析が必要となる。とはいえ、 学生の社

会的問題解決能力の成長 という数値化が困難なものを定量的に計測することは非常に困難

であり、実際に同種の既存研究は筆者らの知るかぎり殆ど存在しない、いわば萌芽的な研究

領域といえる。

そこで、本稿ではフィールドワークゼミが学生の社会的問題解決能力の成長に対して、ど

の程度の貢献を果たしたか定量的な分析を試みる。

そのために、まずは経済産業省が提唱する 社会人基礎力 に基づいて、大阪商業大学の

学生に対応した独自の成果指標を開発する。経済産業省の 社会人基礎力に関する研究会─

中間取りまとめ （ ）によれば、 社会人基礎力 とは 職場や地域社会で多様な人々

と仕事をしていくために必要な基礎的な力 であり、 前に踏み出す力、 考え抜く力、

チームで働く力の つの能力から構成された概念である。産業界では、 化や急速に変化

する市場ニーズに対応すべくビジネス環境に変化が生じており、教育界では大学全入時代を

迎え、学生が多様化している状況がある。このような状況において、学生の 基礎学力 や

専門知識 に加え、それらをうまく活用していくための 社会人基礎力 を意識的に育成

していくことが課題として考えられている。他の先進諸国では、 （アメリ

カ）、 （カナダ）、 （ドイツ）、 （イギリ

ス）、 （オーストラリア）などが 社会人基礎力 に対応した概念であ

る。

つづいて、筆者らが開発した成果指標から作成した 学生の社会人力などに関する調査 ）

の結果に基づき、フィールドワークゼミが学生の社会的問題解決能力に与える影響について

定量的な評価をおこなう。そして、最後に結論を示すことで本稿のむすびとする。

．成果指標の開発と因子分析

社会人基礎力 の問題点は、産学有識者による研究会の議論のなかで抽出された概念で

あり、計量的な裏付けがないことである。そのため本学の学生を対象にした場合に、どのよ

うな能力因子が抽出されるのかをまず検証する必要がある。また、 社会人基礎力 の調査

項目をベースとしながら、大阪商業大学のフィールドワークゼミがかかげている育成能力項

目（創造性、判断力、行動力、コミュニケーション能力、協調性）にそって、抽出された因

子を解釈することも必要である。

表 は、 年 月にフィールドワークゼミと一般ゼミの 年生 年生 名に対して

実施した第 回目のアンケート調査によるデータを用いて因子分析を行った結果である。因

子分析の際には、どの因子にも当てはまりの悪い（共通性の低い） 項目を削除し、固有値

以上の因子を抽出した（最尤法、プロマックス回転）。その結果、 つの因子が抽出され

た。
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）末尾の 付録 アンケート調査票 を参照のこと。
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第 因子は、 成功イメージを常に意識しながら、新しいものを生み出すためのヒントを

探している 、 成果のイメージを明確にして、その実現のために現段階でなすべきことを的

確に把握することができる といった項目の因子負荷量が高くなっており、 創造力 とし

て解釈した。第 因子は、 規律や礼儀が求められる場面では、失礼にならないように正し

くふるまうことができる 、 相手に迷惑をかけないよう、最低限守らなければならないルー

ルや約束・マナーを理解し、行動している といった項目の因子負荷量が高いため 協調性

（規律・礼儀） として解釈した。第 因子は 他人に流されずに行動することができ

る 、 聞き手がどのような情報を求めているかを理解して伝えることができる といった項

表 能力項目の因子分析結果

因子負荷量
因子の解釈 質問項目
創造力 成功イメージを常に意識しながら、新しいものを生み出すためのヒントを探している。

成果のイメージを明確にして、その実現のために現段階でなすべきことを的確に把握する
ことができる。
複数のもの（もの、考え方、技術等）を組み合わせて、新しいものを作り出すことができる。
自分に求められていることは何かを考えながら、自発的に取り組むことができる。
周囲から期待されている自分の役割を把握して行動している。
目標を達成するために、協力することの必要性（意義、理由、内容）を相手に伝えること
ができる。
周囲の人の情況（人間関係、忙しさ等）に配慮して、良い方向へ向かうように行動すること
ができる。
常に計画と進捗状況の違いに気を配ることができる。

協調性 （規律・礼儀） 規律や礼儀が求められる場面では、失礼にならないように正しくふるまうことができる。
相手に迷惑をかけないよう、最低限守らなければならないルールや約束・マナーを理解
し、行動している。
相手に迷惑をかけたとき、適切な行動をとることができる。
聞き手の立場や気持ちを考えて適切な態度、言葉づかいで伝えている。

コミュニケーション能力 他人に流されずに行動することができる。
（他者理解） 聞き手がどのような情報を求めているかを理解して伝えることができる。

内容の確認や質問等を行いながら、相手の意見を引き出すことができる。
判断力 現状を正しく認識するために、情報収集や分析を行うことができる。

作業のプロセスを明らかにして優先順位をつけ、実現性の高い計画を立てられる。
進捗状況や不測の事態に合わせて、柔軟に計画を修正できる。
従来の常識や発想を転換し、新しいものや解決策を作り出すことができる。

協調性 （共感） 自分の意見を持ちながら、他人の良い意見も共感を持って受け入れることができる。
他人の意見を積極的に取り込むことができる。
相手の話を素直に聞くことができる。
自分にできること・他人ができることを的確に判断して行動することができる。

コミュニケーション能力 自分の意見の要点を整理して、わかりやすく伝えることができる。
（発信力） トラブルや問題が生じたときにも、柔軟に計画を修正することができる。

事例や客観的なデータ等を用いて、具体的にわかりやすく伝えることができる。
仕事の進め方や手順を正確に説明することができる。

行動力 （協働） 状況に応じて他者からの効果的な協力を得ることができる。
周囲の人たちに 共に行動しよう と積極的に声掛けをしている。
自分の強み、弱みを把握し困難なことでも取り組むことができる。
相手にとって話しやすい状況を作ることができる。

行動力 （粘り強さ） 強い意志を持ち、困難な状況から逃げずに取り組み続けることができる。
自分がやるべきことは何かを見極め、最後まで責任を持って取り組むことができる。

因子抽出法 最尤法 回転法 の正規化を伴うプロマックス法



目の因子負荷量が高いため コミュニケーション能力 （他者理解） と解釈した。第 因

子は 現状を正しく認識するために、情報収集や分析を行うことができる 、 作業のプロセ

スを明らかにして優先順位をつけ、実現性の高い計画を立てられる という項目の因子負荷

量が高いため 判断力 とみなした。第 因子は 自分の意見を持ちながら、他人の良い意

見も共感を持って受け入れることができる 、 他人の意見を積極的に取り込むことができ

る といった項目の因子負荷量が高いため 協調性 （共感） と解釈した。第 因子は

自分の意見の要点を整理して、わかりやすく伝えることができる 、 トラブルや問題が生

じたときにも、柔軟に計画を修正することができる といった項目の因子負荷量が高いため

コミュニケーション能力 （発信力） とみなした。第 因子は、 状況に応じて他者から

の効果的な協力を得ることができる 、 周囲の人たちに 共に行動しよう と積極的に声掛

けをしている といった項目の因子負荷量が高いため 行動力 （協働） と解釈した。第

因子は 強い意志を持ち、困難な状況から逃げずに取り組み続けることができる 、 自分

がやるべきことは何かを見極め、最後まで責任を持って取り組むことができる といった項

目が入っていることから 行動力 （粘り強さ） と解釈した。それぞれの因子において、

質問項目の内的整合性を示す信頼性係数（クロンバックの ）はおおむね を超えている。

大阪商業大学のアンケート調査では、 社会人基礎力 に関連した項目以外に価値観に関

連する項目も尋ねている。企業や地域の人々と一緒になって、社会的問題の解決に向けた取

り組みを行うことにより、学生の価値観に変化があらわれるのではないかと考えたためであ

る。価値観に関する の質問項目のうち、共通性の低い 項目を除外して因子分析を行った

結果が表 である。固有値 以上の因子が つ抽出された（最尤法、プロマックス回転）。

第 因子は あたたかな家庭や社会をつくりたい 、 理想や夢をもって生活したい 、 自分

の能力や可能性を試したい といった項目の因子負荷量が高くなっており 価値観（プラス

思考） と解釈した。第 因子は 人間関係を広げたい 、 幸せになるにはたくさん友達を

つくるべきだ といった項目が入ることから 価値観（親和） と解釈した。第 因子は

大学の教室や廊下に落ちているゴミは、拾ってゴミ箱に捨てる 、 周りの迷惑を考えて授

業中は私語をしない といった項目の因子負荷量が高いことから 価値観（倫理） と解釈

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

表 価値観項目の因子分析結果

因子負荷量
因子の解釈 質問項目
価値観（プラス思考） あたたかな家庭や社会をつくりたい。

理想や夢をもって生活したい。
自分の能力や可能性を試したい。
今がつらくても将来のために頑張るべきだ。
人のために役立ちたい。

価値観（親和） 人間関係を広げたい。
幸せになるにはたくさん友達をつくるべきだ。

価値観（倫理） 大学の教室や廊下に落ちているゴミは、拾ってゴミ箱に捨てる。
周りの迷惑を考えて授業中は私語をしない。
将来幸せになるには、大学で一生懸命勉強すべきだ。
困っているお年寄りをみかけたら声をかける。

因子抽出法 最尤法 回転法 の正規化を伴うプロマックス法
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した。

これらの社会的問題解決能力指標と価値観指標は、学生自身の自己評価に基づくものであ

り、より客観的な教員による評価との関連を確認しておく必要がある。 年度末に、

ゼミを担当する教員全員に、学生個々人の 社会的問題把握能力（ 組織や地域社会の中で

生じている問題を発見し、理解する能力）、 社会的問題解決能力（組織や地域社会の中で

生じている問題を多様な人々とともに解決する能力）、 社会人基礎力（組織や地域社会の

中で多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎能力） の 点について、 十分身

に付いている から 身に付いていない まで 段階で評価してもらった。学年や性別をコ

ントロールした上で、学生の自己評価による つの能力と つの価値観、教員による学生の

つの能力評価との偏相関係数を示したものが表 である。学生の自己評価による価値観

因子と教員による学生の 社会的問題把握能力 の間には、統計的に有意な関連はみられな

かったが、それ以外の学生の自己評価と教員による学生評価の間ではおおむね正の相関が確

認できた。学生自身による能力や価値観の評価が高ければ、教員もその学生に対して高い評

価をしていることになる。

．ランダム実験モデルによるフィールドワークの成果の計測

フィールドワークの社会的問題解決能力に対するインパクトを正確に計測することを目的

にここでは、ランダム実験モデルを採用する。ランダム実験モデルは、インパクトを評価す

表 学生による能力や価値観の自己評価と教員による学生の能力評価との関連

教員による学生の評価

社会的問題

把握能力

社会的問題

解決能力

社会人

基礎力

学

生

の

自

己

評

価

創造力

協調性 規律・礼儀

協調性 共感

コミュニケーション能力 他者理解

コミュニケーション能力 発信力

判断力

行動力 協働

行動力 粘り強さ

能力 因子統合

価値観（プラス思考）

価値観（親和）

価値観（倫理）

価値観 因子統合

は統計的に有意でない

フィールドワークゼミに所属する 名



るためにもっとも強力でもっとも適当なデザインであると考えられている（龍・佐々木

）。ここではその一連の流れについて述べることにする。まずフィールドワークのイン

パクトを検証するために、フィールドワークゼミに所属している学生とフィールドワークを

行わないゼミ（一般ゼミ）に所属している学生に対して 年に 月と 月の 回、 年

に 月と 月の 回の計 回アンケート調査を実施した。インパクト評価実行プロセスは図

に示された通りである。

まず、フィールドワークを実施するグループ（トリートメント・グループ）を特定する。

次に実施グループに出来るだけ近い環境にあるフィールドワークを実施しないグループ（コ

ントロール・グループ）を特定し、成果の比較対象グループとする。そして、フィールド

ワークゼミ生のみを対象に、フィールドワークを実施する。アンケート調査を複数回実施

し、成果指標と成果指標に影響を与えるような外生要因（所属学部や

、高校偏差値、友人の数など）に関するデータを収集し、それをコントロール指標

として測定する。最後にトリートメント・グループとコントロール・グループのデータか

ら、フィールドワークのインパクトを検証する。つまり、図 に示されているように、ト

リートメント・グループの成果とコントロール・グループの成果の差がフィールドワークの

社会的問題解決能力に対するインパクトと考えることができる。そしてフィールドワーク型

ゼミに所属しているか否かがトリートメント・グループの成果とコントロール・グループの

成果との差を生みだす要因の一つとして見出せるなら、社会的問題解決能力の向上を目的と

したフィールドワーク型ゼミの実施が統計的に意義あるものとして認められることになる。

そこで次節では、計量モデルを用いてフィールドワークゼミが社会的問題解決能力に正の影

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

図 ランダム実験モデルによるアンケート調査
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響を与えているかどうかということについて検証する。

．社会的問題解決能力に対するフィールドワークのインパクト評価

ここでは、大阪商業大学が学生に対して行ったアンケート調査 学生の社会人力などに関

する調査 より得られたデータを用いて定量分析を行った結果について述べる。まず、成果

指標については、因子分析によりグルーピングされた価値観（プラス思考）、価値観（親

和）、価値観（倫理）を統合して 価値観指標（

）を構築した。さらに、創造力から行動力 （粘り強さ）までの因子を統合したもの

と を統合して 社会的問題解決能力指標（

）を構築した。これら つの成果指標のうち社会的問題解決能力（ ）

は、大阪商業大学が実施したフィールドワークゼミの成果目標の基軸に位置付けられる。

一方、高校生と異なり、社会と接する機会が増える大学生においては、フィールドワーク

のみの社会的問題解決能力への効果を観察することは容易ではない。つまり、フィールド

ワーク以外にこの能力を向上させると考えられる要因をコントロールしたうえでないと、図

であらわされるようなフィールドワークの純粋なインパクト効果を吟味することができな

い。表 の から までの説明変数は、社会的属性以外にもそのような要因を捉

えるコントロール変数が含まれている。

図 インパクト評価の概念図



フィールドワークのインパクトを検証するために、ここで推定すべきモデルは、差の差

（ ）モデルである（ ）。推定式は、次の式

で表わされる。

ここで、 は分析対象となる学生に付された 番号を表わし、 は定数項を含む 、

、 以外の説明変数のマトリックスであり、 はそれらの係数であ

る。また、 は古典的線形回帰モデルにおける誤差項を表わす。なお簡素化のため以下で

は学生 番号を表す下付き文字は省略されている。

式 において、 はフィールドワークゼミに所属することを決めた学生（ ）と

そうでない学生（ ）の自己改革意識の違いが社会的問題解決能力に与える影響の大

きさを表わしているともいえる。ここでは、 を仮定することができる。

一方、アンケート調査時期（ ）の係数（ ）は、学生の大学生活の経年変化が

被説明変数に与える影響をとらえている。大学生活のなかでは、フィールドワーク以外で

も、部活やサークル、アルバイトなどを介して社会と接する機会は訪れる。つまりトリート

メント・グループの学生に限らず、コントロール・グループの学生も社会でのさまざまな経

験を介して社会的問題解決能力と価値観を向上させる可能性がある。そのような大学生活の

積み重ねは、被説明変数（ ）に正の影響を与えると予測できるため、 を仮定するこ

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

表 被説明変数と説明変数

被説明変数
変数名 変数の概要

（ 大商大価値観指標 ）価値観（プラス思考）、価値観（親和）、価値観（倫理）のそれそれの平均値の合計（対数値）
（ 大商大社会的問題解決能力指標 ）創造力、協調性、コミュニケーション能力、判断力、行動力のそれぞれの平均値と を合

計した値（対数値）
説明変数
変数名 変数の概要

（ 性別 ）男性なら 、女性なら
（ 所属学科 ）ダミー変数、経済学科
（ 所属学科 ）ダミー変数、商学科
（ 所属学科 ）ダミー変数、公共経営学科
（ 問 ）学内外の部活やクラブ、サークルに所属しているなら 、所属していないなら
（ 問 ）週当たりの平均アルバイト時間
（ 問 ）親しい友人の数
（ 問 の二乗 ）親しい友人の数の二乗
（ 問 ）フィールドワーク型ゼミに第一希望で入ったのなら 、それ以外は
（ 問 ）週当たりの平均ゼミ活動・学習時間
（ 問 の二乗 ）週当たりの平均ゼミ活動・学習時間の二乗
（ ）大学での評定平均の対数値
（ 高校偏差値 ）出身高校の偏差値の対数値
（ フィールドワークゼミ ）フィールドワークゼミ生なら 、それ以外は
（ アンケート時期 ） 年 月なら 、 月なら 、 年 月なら 、 月なら の対数値
（ と の交差項 ） の係数から長期のフィールドワークのインパクトを観測
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とができる。

他方、フィールドワークを行うことによる社会人問題解決能力への影響は、一夜にしてそ

の効果が表れるというものではなく、ある程度の期間を必要とすると考えるのが現実的であ

ろう。長期間フィールドワークを続けると、社会的問題解決能力および価値観がどの程度向

上するかということを見るには、 と の交差項である の係数

（ ）の符号と値を見ればよい。つまり、われわれがこの定量分析において最も注目した

いのは、 が統計的に有意であるかということと、その符号が正であるか、そしてその値

の大きさはどれくらいかということである。

このような仮説のもと、アンケート調査より得られた基礎統計値は表 に、式 の推定結

果は表 に表わされている。

まず、 の係数（ ）についてみてみると、表 から明らかな様に、 モデル、

モデルいずれにおいても負の値をとり、統計的に有意である。このような仮定に反す

る推定結果がなぜ得られたのであろうか。その理由をここで使用したデータから明らかにす

ることはできないが、フィールドワークゼミのゼミ生に対して行った面接（定性評価）によ

り、ある程度の予測がつく。フィールドワークに所属する学生は、いまの自分には社会人と

して必要なコミュニケーション能力や協調性、行動力が不足していることを認識しており、

これらをフィールドワークゼミで身につけ、今の自分を変えたいという思いが強い。つまり

フィールドワークゼミを希望する学生は、一般ゼミの学生に比べると、現在の自分の状況を

客観的に把握する能力に長けていると考えられる。その結果、アンケート調査では、自分の

社会的問題解決能力や価値観を厳しく評価しているのではないかと予測される。

一方、 の係数（ ）についてみてみると、 モデルにおいてのみ統計的

に有意である。しかしながら、仮説に反しその符号は負である。他方、 モデルにお

いては、 は統計的に有意ではない。この結果は、単に大学生活を送るだけで、何もしな

ければ、学生の価値観は向上するどころかむしろ低下する可能性すらあることを示唆してい

る。

表 基礎統計値

平均値
最大値
最小値
標準偏差
歪度
尖度

平均値
最大値
最小値
標準偏差
歪度
尖度

基礎統計値は モデルの推定に用いられたサンプル（サンプルサイズ ）による。



他方、 の係数（ ）についてみてみると、 モデルと モデルの

両方で、統計的に有意であり、その符号は正である。 モデルの推定結果より、長期

フィールドワークに従事する期間（フィールドワークゼミ生として大学生活を送る期間）が
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表 推定結果

モデル モデル

被説明変数
説明変数 係数 係数

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

はそれぞれ ％、 ％、 ％有意水準

カッコ内は標準誤差

標準誤差はホワイト修正済み

はサンプルサイズ
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％増加すると社会的問題解決能力が ％上昇する。また、 モデルの推定結果よ

り、長期フィールドワークに従事する期間が ％上昇すると価値観は ％上昇する。

その他の変数についてみてみると、性別は説明力を持たない。そもそも大阪商業大学では

女子学生が少ないうえに、表 から明らかなようにフィールドワークゼミに所属する女性が

少ない（約 ％が男性）ことから、サンプルに偏りが生じ、このような結果になったのかも

しれない。

学生の所属学科を表すダミー変数（ 、 、 ）につい

ては、 モデルにおいて のみが説明力を持つが、 モデルでは、い

ずれの所属学科を表わすダミー変数も説明力をもたない。社会的問題解決能力と価値観につ

いては、学科間でさほど大きな差があるとは言えないようである。他方、 について見て

みると、 モデルについては、その係数が統計的に有意であり符号が負であることか

ら、学外の部活やクラブ、サークルに所属しないほうが、社会的問題解決能力の向上が見込

めるという結果である。この理由は定かではない。他方、価値観モデルについては、 は

説明力を持たないという分析結果である。

一方、 の係数は モデルと モデルの両方で統計的に有意であり、その符号

が正であることから、親しい友人の数が多ければ、社会的問題解決能力と価値観のいずれも

向上することが期待できる。ただし、 の係数の符号が負であることから、その効果

は逓減的である。大阪商業大学では、新入生が大学生活にスムーズに移行できるよう、初年

次教育の一環として、新入生にとって友人作りの場になる合宿や基礎演習（ 年ゼミ）を実

施している。友人数が増加すれば社会的問題解決能力と価値観のいずれも向上するという分

析結果を鑑みると、初年次教育の効果は離学率の低下をもたらすだけでなく、友人数の増加

を介して協調性やコミュニケーション能力を高め、ひいては価値観と社会的問題解決能力の

向上をもたらす可能性があることを示唆するものである。

また、ゼミ（一般ゼミあるいはフィールドワークゼミ）に関する活動・学習時間（ ）

は、 モデルと モデルのずれにおいても、説明力を持ちその係数の符号は正であ

ることから、ゼミに関連する活動時間が長ければ、価値観や社会的問題解決能力が向上する

といえる。しかしながら、 の係数は負であることから、その効果は逓減的である。

なお、フィールドワークゼミに第一希望で入ったか否か（ ）は、説明力を持たなかっ

た。

さて、 で測った大阪商業大学での学力と社会的問題解決能力や価値観の関係である

が、 モデルと モデルのいずれにおいても、大阪商業大学での学力とは正の関係

にあることを示している。 モデルの推定結果より、学生の が ％上昇すると、

社会的問題解決能力は ％向上する。他方、 モデルの推定結果より、学生の

が ％上昇すると、価値観は ％向上する。これは大阪商業大学の 世に役立つ人物の養

成 という建学の理念を支える つの柱（基礎的実学、柔軟な思考力、思いやりと礼節、楽

しい生き方）が社会での実践を強く意識したものであること、そして本学の講義がその建学

の理念の具現化を強く意識したものであることから、座学中心の講義にも、価値観と社会的

問題解決能力の向上に寄与する効果があることを示唆しているのではないかと考える。一方

で、出身校の偏差値で測った高校での学力（ ）は、 モデル、 モデ



ルのいずれにおいても説明力を持っていない。これは大阪商業大学学生に限らず、大学に進

学する学生が高校で学習してきた内容は、社会での実践力を培うことよりむしろ大学受験に

合格することを主眼としているケースが多いからかもしれない。

．おわりに

大阪商業大学学生に対して行ったアンケート調査 学生の社会人力などに関する調査 の

一部をなす 社会人基礎力 は、産学有識者による研究会の議論のなかで抽出された概念で

あり、計量的な裏付けはない。そのため大阪商業大学の学生を対象にした場合に、どのよう

な能力因子が抽出されるのかをまず検証する必要がある。そこで、大阪商業大学の学生にお

いてどのような能力因子が抽出できるかを探索的に検討した結果、 つの因子（創造力、判

断力、協調性 ・ 、コミュニケーション能力 ・ 、行動力 ・ ）が抽出された。加え

て大阪商業大学のフィールドワークゼミが掲げている育成能力項目（創造性、判断力、行動

力、コミュニケーション能力、協調性）にそって、抽出された因子を解釈した。このように

して、 社会人基礎力 に計量的な裏付けがないという問題点を継承することなく、 学生の

社会人力などに関する調査 は実施されている。また、大阪商業大学で独自に作成した価値

観に関わる調査項目からは つの因子（プラス思考、親和、倫理）を抽出した。このことに

より、 学生の社会人力などに関する調査 は、大阪商業大学学生のためのオーダーメイド

のアンケート調査に仕上がっている。

このアンケート調査により得られた 時点のデータを用いて、フィールドワークが社会的

問題解決能力に与えるインパクト評価を行った。その結果、長期間フィールドワークに勤し

むと、社会的問題解決能力と価値観の両方が向上することを統計的に確認することが出来

た。加えて、 で測った学力もそれらを高めるということが統計的に明らかになった。

このことは、座学を中心とした講義もまた、社会的問題解決能力と価値観の向上に寄与して

いるということに他ならない。フィールドワークに留まらず、座学もまた学生の価値観と社

会的問題解決能力の向上に寄与しているという分析結果は、大阪商業大学の講義が実学を大

切にし、 世に役立つ人物の養成 という建学の理念を強く意識した講義内容となっている

ためであると考える。本稿の分析結果は、座学とフィールドワークを融合させたカリキュラ

ムの履行により、大阪商業大学の学生の社会的問題解決能力を更に向上させる可能性がある

ことを示唆している。
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