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【目的】 

近年、大学では、社会においてどのような仕事に就いて

も求められる社会人基礎力等の汎用能力を高めることを目

的に PBL（Project based learning）やインターンシップ

などの取組が盛んに行われている。PBLは、企業や地域が

実際に抱えている課題などに対して大学生がグループに

なってその解決方法をまとめてプレゼンテーションを行うと

いうケースが代表的である。それは正課の授業内で行われ

ることが多く、その学習内容や成果についても多くの報告

がある。  

しかし、大学生にとっての学びの機会はカリキュラムに

定められた正課の授業だけに限られるものではなく、部活

動・サークルなどをはじめとした正課外の活動においても

その機会は多くある。本研究では、大学と市町村行政や商

店街等との協働により、大学教育と地域社会を連動させ、

まちづくり活動の学習や実践に結び付けようとしている大

学関係者（学生や教職員）が集い、事例報告・ワークショッ

プ・交流イベントなどのプログラムからなる全国規模での学

生主体のフォーラムである「全国まちづくりカレッジ in 空

知」というイベントの企画と運営を行った学生のケースを取

り扱う。 

このイベントは、大学の正課外で取り組まれた学生たち

の自主的な活動であり、企業や市町村などから与えられた

課題ではなく、自ら目標と課題を設定して取り組んだもの

である。また、このイベントの開催を通じて地域において

様々な活動を行っているいくつかのコミュニティ同士の結

びつきが生まれる、さらには新たなコミュニティとの関係が

生まれるきっかけができたなどの地域活性化効果が表れ

た。そこで本研究では、そうした正課外の学生の自主的な

活動を通じて社会人基礎力がどのように伸長するのかに

ついて明らかにする。 

 

【社会人基礎力とは】 

 2011 年より、高等教育の場である大学・短期大学におい

てキャリア教育が義務付けられ、キャリア教育が注目されて

いる。そのキャリア教育では、より具体的には基礎的・汎用

能力の向上が求められている。その基礎的・汎用能力の指

標の一つとなっているのが社会人基礎力である。 

社会人基礎力とは、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、

「チームで働く力」の 3 つの能力から構成されており、その

3つの能力は 12の能力要素から構成されている。 

 （図1 社会人基礎力とは） 

前に踏み出す力 主体性 物事に進んで取り組む力 

働きかけ力 他人に働きかけ巻き込む力 

実行力 目的を設定し確実に行動する力 

考え抜く力 課題発見力 現状を分析し目的や課題を明らかにする力 

計画力 課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 

創造力 新しい価値を生み出す力 

チームで働く力 発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力 

傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力 

柔軟性 意見の違いや立場を理解する力 

状況把握力 自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 

規律性 社会のルールや人との約束を守る力 

ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 ストレスの発生源に対応する力 

 

本研究では、授業の正課ではなく学生たちの自主的な

正課外活動として、全国から集まる学生たちにとって学び

があり、楽しくもあるイベントを企画・運営するという課題を

解決するPBLが学生たちにとってどのような教育的効果が

あるのかについて検証する。まちカレの企画・運営という課

題は他の一般的なPBLにおける課題とは異なり、企業など

から与えられた課題ではなく、自ら設定した課題を解決す

るという特徴を持つ。そうした点で一般的なPBLとは異なる

教育的効果があることも考えられる。PBL では一般的に大

学生の汎用能力を涵養することを目的のひとつとしている

ため、ここでは大学生の汎用能力として一般的な社会人基

礎力を用いることとする。 

 

【先行研究】 

 これまで社会人基礎力については様々な観点から研究

が行われている。山下・行實（2019）では、正課の授業内で

行われた J クラブ「徳島ヴォルティス」と「徳島大学」が共同

開発したプログラムにて12の能力要素のうち8要素につい

て能力が向上することを確認している。百合井（2012）では

卒業研究のために組成されたプロジェクトによるプロジェク

トベース学習によって、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、



「チームで働く力」の全てにおいてスキルが向上することが

報告されている。また、インターンシップを実施することに

よる社会人基礎力の向上効果について研究した真鍋

（2010）では、インターンシップを「日常業務型」と「課題設

定型」に分類したうえで、そのタイプによって伸長状況に差

があること、特に「課題設定型」では主体性、実行力、課題

発見力、発信力が有意に伸長していることを明らかにして

いる。 

 社会人基礎力の向上についての研究は、上記のような大

学の正課内での授業やインターンシップを対象としたもの

が多く、正課外での学生たちの自主的な活動によって社

会人基礎力がどのように伸長するのかについての研究は

少ない。学生たちの自主的な活動を対象とした研究として

は、花田・山岡・白井（2012）があり、そこでは単位にならな

い大型商業施設との合同プロジェクトが社会人基礎力の育

成に有用であることが示されている。 

 

【本研究の目的】 

 上記のように正課外での学生たちの自主的な取り組みに

関する調査はまだ少ない。また、正課外の取組によるキャ

リア教育のバリエーションが増えることは教育の設計にお

いても有用であると思われる。そこで本研究では学生たち

の正課外の自主的な取り組みである全国まちづくりカレッ

ジ in空知を企画するという PBL における社会人基礎力の

伸長について調査する。 

 

【全国まちづくりカレッジ in空知の概要】 

全国まちづくりカレッジ（以下、まちカレ）とは、大学と市

町村行政や商店街等との協働により、大学教育と地域社会

を連動させ、まちづくり活動の学習や実践に結び付けよう

としている大学関係者（学生や教職員）が集い、事例報告・

ワークショップ・交流イベントなどのプログラムからなる全国

規模での学生主体のフォーラムのことであるi。 

地域活性化やまちづくりに関わる学生たちは、それぞれ

の地域で地域住民や各種団体と連携を図りながらその活

動を行っているが、地域住民との関係、活動内容の認知向

上、活動の継続性など多くの課題を抱えている。しかし、多

くの場合、その活動は孤立してしまいがちで活動が行き詰

まりを見せることも少なくない。そのような中で、まちカレで

は同じような悩みを持つ学生たちが一堂に会して話をする

ことにより、学生たちの活動に対するヒントが得られる、活

動に対するモチベーションが非常に高まるなどの効果が

得られる。 

まちカレは、主催したいという意向を持った学生たちか

ら依頼を受けた各大学の担当教職員が、教職員の集まり

のなかで立候補し次回の開催校を決める方式である。ほと

んどの大学では、予算獲得などの事務的な業務を除いて、

その企画内容の立案から当日の運営に至るまでを学生た

ちが組織する実行委員会が主体となって準備する。およそ

半年から一年にかけての長い期間、実行委員会の学生た

ちはまちカレの準備にその時間の多くを割くこととなる。そ

のため、まちカレに参加する学生たちはもちろん、主催す

る側の学生たちにも大きな教育的な成果を期待することが

できる。 

「第23回全国まちづくりカレッジ in空知」が学生による実

行委員会により 2018年 8月 24日と 25日に開催され、19

団体129名の学生が参加した。 

大会の内容としては、一日目に、開会式、各団体の活動

報告会、まちづくり活動を行うにあたって生じる課題を共有

し解決するワークショップ、会場を代えて懇親会が行われ

た。活動報告会は4つの教室に分かれ、各団体ごとに普段

行っているまちづくり活動について紹介した。また、まちづ

くり活動を行うにあたって生じる課題を共有し解決するワー

クショップについても①意見の出しやすい環境づくり、②

一人ひとりのモチベーションの差について、③SNS での上

手な情報発信の仕方、④テーマなしの 4 つに分かれ、そ

れぞれ 90分ほど議論した。 

 二日目には、開催地である中空知の魅力を多くの大学生

に知ってもらうこと、そして日常的に活動している場所やそ

の内容について知ってもらうことを目的に中空知の各地域、

つまり滝川駅前の商店街、江部乙地域、砂川市、赤平市の

4か所に分かれ、フィールドワークを行った。 

 

【研究方法・研究内容】 

 研究方法は、社会人基礎力を測定するためのアンケー

トを作成し、その回答を用いて定量的な分析を行う。 

 アンケートでは山下（2018）の社会人基礎力スケールを

参考に質問項目を作成した。一つの能力要素について

質問項目を3問設定することによって全部で36問の質問

となった。各質問は、社会人基礎力が発揮された行動例

をレベル別に 5段階で提示し、自分の行動がどのレベル

かを自己採点させた。1 段階目が最も否定的な行動レベ

ル（「できない」）であり、5 段階目が最も卓越した行動レ

ベル（「できる」）の 5段階である。 

 このように作成した社会人基礎力を測定するアンケー

トをイベントの終了後（10 月）に実施した。アンケートの対



象としたのは実験群としてイベントの企画・運営を行った

実行委員である 25名(まちカレ)と対照群としての学生 55

名（非まちカレ）である。彼らにイベントの企画・運営を行

う以前の段階（4 月）と終了後（10 月）のそれぞれの時点

での自己評価をさせ、それらの伸長度を調査した。 

 

【研究・調査･分析結果】 

（図2 質問36項目における伸長度比較） 

 

 （図3）社会人基礎力の伸長に関する自己評価 

 

アンケートを集計し、社会人基礎力基礎力を構成する

12の能力項目に対して3つずつ設定した合計36問の成

長値を比較した結果、実験群である「まちカレ」、対照群

の「非まちカレ」のいずれも 36 問のほとんどの項目でそ

の伸長が確認された。 

 12の能力要素ごとにみていくと、実験群、対照群共に 4

月段階から 10月段階にかけて全ての項目において能力

値の伸長が確認された。しかし、実験群と対照群の伸長

度の平均を比較すると、12 の能力要素のうち 10 の能力

要素について実験群の方が伸長度が高かった。このこと

から概ね、実行委員会メンバーである実験群の方が社会

人基礎力についてより成長していると自己評価していた

と思われる。その中でも特に「傾聴力」と「ストレスコントロ

ール力」については 5%水準での有意差が確認された。 

 3 つの能力（「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チー

ムで働く力」）でみると、いずれの能力もその伸長がみら

れたが、実験群と対照群で有意差があったのは「チーム

で働く力」であった。 

 

（図4 実験群と対照群との伸長度比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

 調査の結果、特に「傾聴力」と「ストレスコントロール力」

に伸長がみられた。 

「傾聴力」については、学生たちが地域でのフィールド

ワークを企画する際に地域住民とのすり合わせの結果、

自己評価を高めたと考えている。学生たちは、各地域で

自らやってみたい企画のアイデアを持っていたが、それ

らをそのまま実行させてもらうことはなかなか出来なかっ

た。そこでは、学生のやりたい企画と地域住民の考え方

に違いがあり、それらについては話し合いを通じて解消

していくことが求められた。そのようなプロセスの中で学

生たちの傾聴力に対する自己評価が高まったものと考え

られる。 

 「ストレスコントロール力」については、学生たちにとっ

て約4か月間という準備期間は決して短いものではなく、

また、学生間の人間関係、地域住民とのやり取り、担当教

員からの期待やプレッシャーなど多くのストレス発生源が

あった。それらから多くのストレスがかかっていたことは

容易に想像できる。しかし、イベントの開催日まで途中で

投げ出すことのできない状況で、短期的にではなく長期

的な成果を生み出すために学生一人ひとりがストレスへ

の対処方法を身に着けたと思われる。また、「ストレスコン

社会人基礎力
まちカレ

n=25

非まちカレ

n=55
差

前に踏み出す力

①主体性 1.56 1.07 0.49 0.303

②働きかけ力 1.60 1.31 0.29 0.556

③実行力 1.40 1.42 -0.02 0.969

小計 4.56 3.80 0.76 0.549

考え抜く力

④課題発見力 1.6 1.27 0.33 0.425

⑤計画力 1.72 1.16 0.56 0.288

⑥創造力 1.2 0.91 0.29 0.875

小計 4.52 3.35 1.17 0.225

チームで働く力

⑦発信力 1.28 0.95 0.33 0.326

⑧傾聴力 1.72 0.76 0.96 0.025 **

⑨柔軟性 1.04 1.13 -0.09 0.822

⑩状況把握力 1.04 0.85 0.19 0.639

⑪規律性 1.12 0.91 0.21 0.505

⑫ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 1.28 0.29 0.99 0.024 **

小計 7.48 4.89 2.59 0.100 *

合計 16.56 12.04 4.84 0.197

p値

**<0.05、*<=0.1



トロール力」については 4月段階での自己評価が低かっ

たという特徴をあげることができる。地域住民や担当教員

といった年齢や価値観の異なる他者と深く関わることをイ

メージし、それに対するストレスがあったと思われる。しか

し、最終的にはそうしたストレスを乗り越えてイベントを実

施することができたことからその対処についても自信を深

めたものと考えられる。 

 一方、「主体性」、「働きかけ力」、「実行力」の3項目から

なる「前に踏み出す力」であるが、「主体性」、「働きかけ

力」こそ非まちカレよりも自己評価は高かったものの、そ

の差は有意差を示すほどではなかった。 

 全国まちづくりカレッジは学生たちが自ら企画・運営し、

遠方から楽しみに参加する学生も多く、途中で投げ出す

ことはできない。従って、特に主体性や実行力などの「前

に踏み出す力」の向上についての教育効果について期

待された。しかし、その結果は有意差が見られるほどで

はなかった。これはどういうことであろうか。 

高良・金城（2001）では、「インターンシップを通して、

自己の未熟さや考えの甘さを突きつけられることによっ

て、自己の現状についてのより厳密な内省が行われるこ

とになり、事後得点の上昇が生じなかったとも考えられ

る」と述べている。つまり、まちカレを主催するにあたって

は、住民と協働していく必要があるが、住民は常に学生

の目線に合わせるわけではなく、学生に対しては社会一

般における水準を要求しながらともに作業を行っていくこ

とが多かった。また、担当した教員も学生たちの考えを一

段階レベルアップさせることを求め続けた。その結果、ま

ちカレを主催した学生たちは高い難易度の課題に常に

直面したことや、主体性の高い一般の社会人が自らの比

較対象になったことから自分に厳しい自己評価がなされ

たと考えることができる。 

 

【今後の展開】 

 上記の結果から、全国まちづくりカレッジ in 空知という

正課外の取組である地域活性化イベントの企画・運営と

いう PBL を通じて学生たちの社会人基礎力についての

自己評価が高まることが明らかとなった。 

 この結果は、現在高等教育機関でも求められるキャリア

教育について、授業やインターンシップなど正課内で実

施するには制約が多い場合でも学生たちの自主的なプ

ロジェクトの実施によりその学習効果を高めることができ

ることを示唆する。特に地域活性化を題材とするPBLは、

大学の正課内で行おうとすると各主体の調整に多大なコ

ストと時間を要することなり、学生たちの学びの機会を失

ってしまう可能性がある。そうした場合では、このような学

生たちによる正課外の自主的な取り組みが有用であると

思われる。 

 しかし、本研究における調査は自己評価形式をとって

いるため、本人たちの実感値であり、実際に社会人基礎

力が伸長しているかどうかを客観的に測定しているわけ

ではないことや社会人基礎力を測定するための質問項目

に課題が残っている。 
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