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1. はじめに 

 

1.1 ゼミの特質 

「ゼミ」とは「ゼミナール」の略称であり，概

念的に明確化されていないようである。「教養ゼ

ミ」「プロゼミ」「専門ゼミ」等、各大学でのカリ

キュラム上における名称や位置づけは異なるが，

本論は，いわゆる専門ゼミ，すなわち，指導教員

の専門性にある程度合致した学生個々の研究課

題に対して，教員の指導のもと研究を進める，と

いう授業を対象にしたものである。一般の授業が

学問領域の拡がりに重点があるのに対して，ゼミ

は特定の研究主題に対する深化に重点がある，と

換言できよう。大学によっては，「研究会」とい

う名称で呼ばれているところもあるし，卒業論文

を課しているところもある。 

ゼミは，大学教育の象徴的な存在として認識さ

れている。4年間の学習の集大成である，という

捉え方である。すなわち一般的な形態として，1・

2年次の基礎科目や専門科目の学習を前提に，3 

年次に学生が指導教員を選択し，その教員のもと

で特定分野に対する造詣を深め，最終的には卒業

論文として研究成果をまとめるといった流れで

ある。そのようなカリキュラム上の位置づけから，

例えば，卒業アルバムにおいて，特定の授業の受

講生集団の写真はないが，「○○ゼミ」としての

集合写真が掲載されていたりする。それだけ「ゼ
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本論で扱う研究は，専門ゼミが果たしている教育的効果に関する柴原(2010)の追調査を行ったもの

である。柴原(2010)では，卒業生は，ゼミでの学習内容については社会生活に活かされていないが，

「学習に対する自発性」「対人関係の円滑化」「忍耐力」などがゼミ活動をとおして身につき，人間関

係や思考の習慣化といった面で，現在でも役に立っていると認識していることが確認された。 

前回の調査以降，ゼミの学習内容や展開方法において，学習内容を重視するよう変更を加えた。し

かしながら，本研究においても，前回調査と同様，学習内容は社会生活には生かされていないという

結果となった。 

本論は，以上の研究結果を踏まえ，専門ゼミという学部教育の中では非常に専門性の高い学習を経

験したとしても，卒業後におけるその効果は，「人間力」や「社会人基礎力」といったところにみら

れていることを示した。その意味では，ゼミは「キャリア教育」としての意義を充分にはらんだ授業

科目であることが示唆された。 
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ミ」という授業での集団は，大学生活の中で，個

人が所属する集団としては，部やサークル活動集

団と同等の，あるいはそれ以上の位置づけにある，

と考えられる。 

 

1.2 筆者のゼミの捉え方 

筆者自身も，ゼミを特別な授業科目として認識

している。そしてゼミを，学生個々が真剣に専門

分野に取り組む場として捉え，その活動を通して，

学習した内容やその研究方法論が，卒業後の実生

活で活かせるようにとの思いから運営している。

もちろん，ゼミ内でのディスカッションの重要性

が説かれ，学習のプロセスで半教半学が奨励され

ているのではあるが，それは，あくまでも自身の

学習や卒業論文作成のための糧として活かすた

めの方法論の一端，という意味合いであり，上述

のような集団化を図ることは意識していない。 

 

1.3 筆者のゼミの運営 

現在は，基本的には 3・4 年生合同で実施して

いる 1)。3 年生に関しては，教員側が学生個々に

準備した教材に対して，その教材の記載事項の範

囲では説明できないことがないように調べ，レジ

ュメを作成し発表する。4年生に関しては，卒業

論文に関連した文献や卒業論文の進捗状況を，レ

ジュメを作成し報告する，という形である。比較

的一般的な展開方法であろうかと思われる(柴原，

2013; 伏木田ら，2014)。 

ただし，いくつか特徴的なことが挙げられる。

まず第 1に，授業時間の長さが挙げられる。正確

に測定していたわけではないが，休憩をはさみな

がら，1回平均 5・6時間は費やされている。それ

は，原則として毎週全員が発表すること，分から

ないところがなくなるまで，あるいは全員が納得

するまで議論を尽くすといった運営方針の結果

である。 

第 2に，3・4年生が合同で行うだけでなく，3・

4 年生間で毎週異なるペアリングを行い，3 年生

の課題発表に対して，事前に 4年生が指導をする

という形態を取っている点である。一方，3年生

は 4 年生の卒業論文のための研究計画に参加し，

さらに卒業論文の草稿に対し，朱入れを行う。こ

のような活動を通して，3年生は何をどのように

調べるべきか，どのようなレジュメを作成すべき

か，発表はどのように行うべきかを学ぶとともに，

どのように論文を書いていくのか，またどのよう

に書くと分かりづらいのか等を実践的に学ぶこ

とになる。一方の 4年生にとっては，3年生に指

導することによって，自身の再学習の機会でもあ

り，理解度の再点検ともなる。これは，徒弟制的

要素を不完全な形ながら採り入れたものであり，

Lave & Wenger(1991)が提起する「状況的学習」

といった場として機能し得ると考えられる。すな

わち，共同体としてゼミを捉え，4年生は共同体

の熟達者であり，3年生は「正統的周辺参加」者

として共同体に参加しつつ，熟達化していくこと

が期待されている。 

第 3に，ここ数年は，卒業論文の質を確保する

ため，卒業論文提出前の約 2 週間を「缶詰ゼミ」

と称して，月曜日から金曜日までの朝から晩まで

集中的に実施している。 

 

1.4 筆者のゼミに関する以前の調査結果 

 筆者はかつて，自身のゼミが卒業生にとってど

のような意味を有していたかを調べる目的で，卒

業生を対象に質問紙調査を行った(柴原，2010)。

それは，上述の通りかなりのハードワークを強い

たゼミ活動を通して，学生が何を学べているのか

を知りたいという単純な動機であった。 

調査は，卒業生のメーリングリストを通じて実

施された。そこでは，ゼミ選択の理由やゼミ活動

で学んだこと，そしてそれが現在どのように役立

っているか等が問われた。その結果，学生にとっ

てはゼミ活動が，専門ゼミとしての担当教員の意

図した学習には必ずしも繋がっていなかった(柴

原，2010・2013)。すなわち，ゼミでの学習内容

についてはほとんど記憶に残っておらず，さらに，

卒業後の生活においても，ほとんど活かされてい

ない，ということであった。 

一方で卒業生にとって，そのことがゼミに対す
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ゼミ運営の方法論 

実生活への応用 

心理学的な 
知識や考え方

ゼミ活動 ゼミ活動

心理学的な 
知識や考え方

ゼミ運営の方法論 

実生活への応用 社会人基礎力・人間力

[筆者の構想] [卒業生の認識] 

図１ 筆者のゼミ活動における意図と実際の学生の学習の模式図(柴原(2013)を改変) 

註) 実線の矢印は強いフローを，点線の矢印は弱いフローを表す 

る不満に結びついているわけではなく，「学習に

対する自発性」「対人関係の円滑化」「忍耐力」と

いった側面で，ゼミ活動の効果を卒業後に認識し

ていた。また，人間関係や思考の習慣化といった

面で，現在でも役に立っていると認識しているこ

とが確認された。それは例えば，経済産業省

(2006)による「社会人基礎力」，すなわち「前に

踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」で

あったり，内閣府(2003)による「人間力」の中の

「コミュニケーションスキル」「他者を尊重し切

磋琢磨しながらお互いを高めあう力」「意欲」「忍

耐力」といったものに相当する。 

このようなスキルは，21 世紀の社会において必

要とされる，汎用的能力だと考えられている。そ

の意味では，そのようなスキルの育成に寄与する

授業として，ゼミが有効に機能していたものと考

えられる。ゼミにおけるこのような効果は，筆者

としては副次的なものと捉えていたが，結果的に

は，隠れたカリキュラム(Jackson，1968)として

機能していたと考えられる(図 1)。 

 

1.5 ゼミが有する機能 

筆者の前回の調査結果では，ゼミが果たしてい

た機能は，「社会人基礎力」や「人間力」に関す

るところにあった。それは，教員を対象にした伏

木田ら(2013)の研究結果や，自身の授業を内省し

た毛利(2006)の考察を支持する結果であった。 

伏木田ら(2013)の教員を対象に行った調査結 

 

果によると，教員は，ゼミに対して「共同体」

としての機能を持たせ，専門的学習だけでなく，

主体性や探究心など，学習に対する姿勢といった

汎用的な能力の育成に重点を置いている。またそ

ういった授業構成が，学生の学習意欲を喚起し，

その結果，「問題解決力」「対人関係力」「市民性(社

会的との関わりへの積極性)」「母語運用力（情報

リテラシーやコミュニケーション力）」といった

側面で，学生自身の成長実感に寄与している(伏

木田ら，2014)。 

 毛利(2006)も，授業の特殊な一形態であるとと

もに，学生が所属する場としての「共同体」とし

てゼミを位置づけている。確かに他の授業科目に

はみられないような，「合宿」「飲み会」「昼食会」

「大学祭参加」といった，必ずしも授業の一環と

は限定できないような行事が課されているゼミ

も多く存在するし，3・4年生の自己紹介には，「○

○ゼミ所属」という表現が頻繁に用いられる。こ

のことは，教員側のみならず，学生の側において

も，ゼミを共同体として意識し，そこにアイデン

ティティを見出しているものと考えられる。 

 

1.6 ゼミを研究する意義 

筆者の場合，ゼミ活動を通じて専門性を実生活

に活かすことを目標にしてきた。しかしながら，

学生が得たものは担当教員の意図に反して「社会

人基礎力」や「人間力」の一端であり，専門性で

はなかった。その意味では，筆者の教育は失敗し 
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ている。では，どのような運営がなされれば，専

門性を身につけ，それを応用しながら実生活に活

かすことができるのであろうか。筆者が専門性の

修得に拘るのは，専門ゼミが 4年間の学習の集大

成であり，それを含めて学位が授与されていると

いう認識による。換言すれば，ディプロマポリシ

ーがどのように保証されているか，についての検

証の必要性を問うているからである。 

その一方で，「共同体」を意識して(専門性はも

ちろんのこと)運営されたゼミの場合，学生は何

を学び，その学びを卒業後の生活にどのように活

かせているのであろうか。そのことに対する検証

は，筆者が知る限りにおいて行われていない。先

の伏木田ら(2014)の研究も，在学生を対象にした

ものであり，「実社会の中で」という観点ではな

い。しかしながら，教育的な観点からすれば，「目

的」が存在し，そのための「内容」や「方法」が

吟味され実施された結果の「評価」は，やはり重

要な観点である。 

ところで廣瀬(2013)は，現代の学生の側は，ゼ

ミを通常の授業科目の１つとしてしか認識して

おらず，共同体意識も薄らいできているのではな

いか，という疑問を提起している。この提起を検

討するには，3つの観点が必要であろう。 

1 つ目は，そもそも学生はゼミをどのように捉

えているのであろうか，という観点である。それ

は，学生がゼミをどういった観点から選択してい

るのか，という視点からある程度は説明できよう。 

2 つ目には，ゼミが果たしている教育的効果が

どのようなものであるかである。大学進学率が

50％を超え(文部科学省，2015)，大学の大衆化が

ますます進み，「何かを学ぶ」というより「取り

敢えず大学進学」といった進学目的意識の曖昧な

学生が増加する(進研アド，2014)中で，学生をど

のように教育し，どのように社会に送り出すかと

いう課題は，大学にとっての責務の 1 つである。

その中で，研究志向が相対的に強い「ゼミ」とい

う科目が，実際のところ，どのような役割を担っ

ているのかを明らかにすることは有意義なこと

であると考えられる。 

3 つ目には，教員側のゼミに対する意識が学生

に与える影響はないのか，という観点である。昨

今の高等教育に関わる者に要求されている職務

は，肥大化する一方である。その中で，どれだけ

ゼミというものに教員側が傾注できているかど

うかが問われている。学生側のゼミに対する意識

の変化は，それを暗黙裡に受け取った学生の姿勢

ではないか，とも考えられる。この点については，

本論で直接扱うことはないが，今後検討されるべ

き課題ではある。しかしながら，依然としてゼミ

運営については，通常の授業よりも相対的に密室

性が強く，集団としての凝集化がみられ，恐らく

教育目標・内容・方法等に関して，完全にゼミの

担当教員に一任されている部分が多いものと思

われる。そのことについて毛利(2007)は，その独

自性に胡坐をかいた「手抜きのゼミ」や「低調な

ゼミ」の存在を指摘し，柔軟な FD の必要性を説

いている。 

つまり，相互作用の出発点は特定できないもの

の，「学生のゼミ選択の要因」「ゼミ活動の実態」

「ゼミで得られるもの」といった要因だけではな

く，「教員のゼミに対する姿勢」といった要因が

相乗的にはたらいた結果が，ゼミの機能に現れて

くるものと考えられる。 

 

2. 目的 

 

本論は，柴原(2010)の調査結果を，追調査によ

って再度検討することを目的としている。つまり

「ゼミ」とは何だったのかについての，卒業生の

観点からの機能的再考である。今回の調査は，前

回調査との比較においては，年代的違い(コホー

ト)の要因もさることながら，ゼミ生の人数がよ

り少数化している点，本研究対象者の年度より、

卒業論文の主要領域を，発達心理学や教育心理学

を中心とした領域から，研究テーマ自体が日常生

活に密接に関連している，社会心理学を中心とし

た領域へと移行した点 2)，3 年生と 4年生とを合

同で運営し，縦の有機的つながりを持たせること

により，学習内容の重層化を図った点，等が，ど
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のような影響を及ぼしたかについて検討するこ

表 1 前回調査(柴原，2010)と今回とのゼミの違い 

とが目的である(表 1)。 

それによって「ゼミ」という科目が，卒業生に

とって，前回調査の結果と同様に専門性の深化と

いうより，「社会人育成力」や「人間力」を育成

する場として認識されているのか，ゼミの内容や

運営方法によっては，その認識が異なってくるの

かを検討したい。 

 

3. 方法 

 

3.1 対象者 

2009 年度から 2014 年度に筆者のゼミに所属し，

卒業論文を仕上げ，卒業した 20 名(男性 11 名(う

ち留学生 1名)・女性 9名)が対象である(表 2)。

対象者のほとんどは，心理学の専門性を直接活か

せる職業に就いたわけではなかった。大抵の者は，

一般企業の社員や公務員となっている。1名は栄

養学系の専門学校に進学し，現在はその方面での

専門職に就いている。また１名は，高校教員にな

るべく，卒業後，他大学の通信課程で現在も学習

中である。 

 

3.2 調査方法 

調査の前段階として，前回調査(柴原，2010)の

問題点であったメーリングリストによる調査依

頼メールの不達の可能性を排除するため，6月下

旬に調査依頼を，個別のメールを通じて対象者に

配信し，送信確認を行った。結果，対象者 20 名

全員に何らかの形で依頼できたことが確認され

た。 

2015 年 7 月初旬に，返信のあった者について，

下記の調査票(Word にて作成)を添付したメール

を個人のメールアドレスに送信し，回答後，添付

ファイルにて返信してもらえるよう依頼した。返

信期限は７月末とした。なお，添付ファイルにて

Word ファイルを扱えない者に関しては，メール

本文上での返信で回答を得た 3)。結果 17 名(回収

率 85%)からの回答が得られた。 

 

3.3 調査票 

添付ファイル等にて回答という性質上，個人が

特定できてしまうため，フェイスシートは設けら

れていない 4)。質問項目は，１項目を除いて全て

自由記述回答であり，字数や記述内容の制限等は

設けられていない。本調査の質問項目は，前回調

査（柴原，2010）の内容分析を基に，若干の改定

を加えたものである。 

調査票の前文にて，この調査は，1) 筆者のゼ

ミの今後の運営をより良くしていくための情報

収集活動であること，2) そのためには忌憚のな

い意見が必要であること，3) そこから得られた

知見は，本学全体のゼミ運営にも貴重な資料とな

ること，4) この調査結果は，個人が特定できな

い形で研究発表の対象となること，等を記した。 

具体的な質問項目は，以下の通りである。 

1. なぜ柴原ゼミを選びましたか。第 2・3 希

望だった方は，なぜ第 1希望ではなかったの

ですか。 

2. ゼミは，あなたの期待に十分に応えてくれ

ましたか。: 5 件法(十分に応えてくれた：5

～全く応えてくれなかった)による回答 

3. 2.の回答に至った理由をお書き下さい。 

4. ゼミでの活動において，あなたが重視した

 柴原(2010) 本研究 

学問領域 発達心理学・教育心理学 社会心理学 

運営方法 学年別 3・4 年合同 

平均ゼミ生数 13.8 名 3.3 名 

   

表 2 ゼミ卒業生の人数の推移(括弧内は本調査への協力者数)     

  ‘09 年度 ‘10 年度 ‘11 年度 ‘12 年度 ‘13 年度 ‘14 年度  合  計  

 男 性    4(3) 1(1) 1(1) 2(2) 1(0) 2(1) 11(8) 

 女 性 2(2) 1(1) 0 1(1) 2(2) 3(3) 9(9) 

 合 計 6(5) 2(2) 1(1) 3(3) 3(2) 5(4) 20(17) 



168 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

 

点や力を入れた点は何ですか。 

5. ゼミでの活動において，苦しんだ点は何で

すか。 

6. 卒業後，ゼミでの経験のどういった面がど

のように活かされていると思いますか。 

7. ゼミでの「学習内容」で，日々の生活で役

に立った(立っている)と思えるものはあり

ますか。あれば，どういう内容か教えて下さ

い。 

8. 全般的に，このゼミで得たものは何ですか。 

9. 卒業論文の題目を，今の記憶を頼りに記入

して下さい。 

10. ゼミの友人(同学年・異学年問わず)とは，

今でも親交はありますか。ある場合は，個人

名はともかくとして，どのような親交か，具

体的にお書き下さい。 

11. 他に何か書き足したいことがあれば，ご

自由にお書き下さい。 

 これらの設問は，学生のゼミに対する意識を知

り(設問 1.)，ゼミに対して満足できたかどうかを

知り（設問 2.・3.），さらに，在学中にゼミ活動

のどういった点に傾注し(設問 4.・5.)，卒業後の

生活において，ゼミ活動がどのような意義を有し

ていたか(設問 6.・7.・8.)を把握する目的で設定

された。さらに，副次的な情報ではあるが，ゼミ

に対する取り組みの度合いの 1 つの指標として，

卒業論文に対する記憶を(設問 9.)，また，ゼミ集

団の凝集性が卒業後も維持されるかどうか(設問

10.)も設問に加えた。 

前回調査に加えられた設問は，そもそも学生が，

ゼミ活動のどこに重点を置いて，どれくらい傾注

していたのかを抑えておくためのものと，学習内

容に特化したものである(表 3)。前回調査におけ

る回答では，学習内容にはほとんど触れられてい

なかった。それは，相対的に比重が低かったから

であり，あえて質問することによって抽出できる

のかどうかを調べるためである。 

筆者がもつゼミ運営に対する構想は，ゼミのス

タートの時点では十分に説明しているが，質問紙

票上は具体的に問うことはしていない(例えば，

3・4年生を合同に実施している意図や，社会心理

学を中心的なテーマとした意図など）。こちらが

用意した運営方法の意図が，どのように，またど

の程度活かされているかという認識も，重要な論

点であると考えられるからである。 

結果的には，この意図に関わる記述があったの 

は 1名だけであり，3年次と 4年次でのゼミの中

での役割の変容に言及していたが，それはゼミの

運営上のことであり，学習成果として意識化され

ていたとは判断できない。 

 

3.4 分析方法 

まず設問の 1.と 2.によって対象者を分類しよ

うと考えていた。しかし，1.での回答内容に関わ

表 3 柴原(2010)と本研究との比較 

  柴原(2010) 本研究 

研究目的 ゼミの教育効果を探る 柴原(2010)の検証 

対象者 ‘03～’08 卒業生 25 名 ‘09～’14 卒業生 17 名 

調査項目 なぜ柴原ゼミを選んだか 省略(3.3 調査票を参照) 

ゼミ活動を通して何を学んだか 

ゼミ活動に対する不満は 

現在ゼミはどのように役立っているか 

主な結果 
学問的にはあまり役立っていないが，人間関係

的側面や思考の仕方に関しては役立っている。

学問的にはあまり役立っていないが，他者にい

かに伝えるか，や課題に取り組む姿勢に関して

は役立っている。 
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らず，2.において，17 名中 16 名が「応えてくれ

た(選択肢の 4.と 5.)」に回答していた(4：5 名，

5:：11 名)。1名が 3.に回答していたが，その理

由として，「期待以上でも期待以下でもなかった」

という記述であり，回答者すべてが，当時のゼミ

活動には程度の差こそあれ，満足していたものと

判断した。よって，17 名のデータを第 1志望かど

うかに関わらず，分析することにした。 

分析方法としては，KJ 法(川喜多，1986)をも

とにした。まず，卒業生の質問項目 4.と 5.に対

する回答を，分節化し，次にその内容から単位化

し，さらにそれらの単位をカテゴライズした。ま

た質問項目 6.と 8.に関しては，4.と 5.のカテゴ

リーをもとに単位を分類した。その際，4.と 5.

は学生時代に対する質問であり，6.と 8.は卒業後

に対する質問であるから，カテゴリー名を一部変

更した。以上のプロセスの信頼性を保証するため

に，筆者が独自に作成したものと筆者のゼミ生が

別途作成したものとの照合を行ったが，大枠で一

致していた。両者のずれは，協議の上で調整した。

その上で，各設問間の推移を把握する目的で，各

カテゴリーのマッピング化を行い，この質的分析

結果を考察のための枠組みに採用した。 

 

4. 結果 

 

4.1 記述文字数 

設問 1.及び 3.～11.に対して，記述文字数の平

均値を算出した(表 4)。設問によるばらつきは見

られるものの，明確な外的基準があるわけではな

いが，概ね真摯な回答が得られていると判断でき

よう。 

 

4.2 ゼミ選択と満足度 

先述の通り，ゼミ選択に関しては，全ての者が第

１志望というわけではなかったが，そのことのゼ

ミに対する満足度への影響はないと判断できる。

2 名の第 2 志望の者の満足度評価(十分に応えて

くれたかどうか)は，いずれも「5」であった。17

名の 5件法での平均値は 4.6 であり，高い満足度

が得られていた。 

 

4.3 ゼミ選択理由 

ゼミの選択に際しては，主に「柴原の授業を受

けた経験(授業のやり方)から」「厳しいと聞いた

から」「ゼミでの指導法が自分に合っていると思

えたから」「扱う領域に興味があったから」とい

った理由が挙げられていた。柴原（2010）の結果

とほぼ同様であった。 

 

4.4 ゼミ活動で重視した点，及び苦しんだ点 

記述データを分節化・単位化し，カテゴライズ

した結果，「外化」「個人的成長」「ゼミ活動への

姿勢」の 3つのカテゴリーが見出された。学習内

容についての記述は見られなかった。「個人的成

長」はさらに 2つのサブカテゴリー「拡がり」と

「深化」に分類された(表 5・6）。各カテゴリーの

概念的定義としては，「外化」とは，自身の思考

を視覚情報や聴覚情報として他者に発すること

を意味する。「個人的成長」とは，あくまでも個

人としての内的な問題であり，比喩的には， 

Piajet(1964)の概念を借用すれば，「調節」による

新たなシェマの獲得を「拡がり」，「同化」によっ

てシェマが精錬されていくことを「深化」として

捉えている。「ゼミ活動への姿勢」とは，集団と

しての，あるいは個人としてのゼミでの活動に対

する態度を指している。このようなカテゴリーは

背反ではなく，多分に単位がカテゴリー間で重複 

表 4 設問ごとの記述文字数の平均値             

  設問１ 設問３ 設問４ 設問５ 設問６ 設問７ 設問８ 設問 10 設問 11 

全体 

(Ｎ＝17) 
93.2 91.6 83.3 73.3 72.8 40.1 59.4 36.8 88.5 
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する場合もあるが，対象者の視点がどこにある

か，脈を参考に分類した。 

「ゼミ活動で重視した点」では，「外化」が最

も多く，「ゼミで苦しんだ点」では，「活動への姿

勢」が多かった。 

 

4.5 ゼミでの経験が活かされている点，及びゼ

ミで得たもの 

 単位化されたものを，上記 4.4 に従って，カテ

ゴリーに分類した。但し，「ゼミ活動への姿勢」

については，記述対象が卒業後のことであるから

「社会人としての姿勢」と改めた（表 7・8）。 

「ゼミでの「学習内容」が活かされている点」 

についてであるが，17 名中 2名が無回答であり，

記述があっても 6名は「ない」であった。学習内

容としては，「同調行動」「ローポールテクニック」

「記憶における干渉」などが挙がっていたが，当

該学生の卒業論文のテーマとは異なるものであ

った。その他，記述はあったものの，「学習内容」

表 5 ゼミ活動において重視した点 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 

活動への姿勢 
拡がり 深化 

単位 

・他者への伝達 

・他者の考え方を通

して自身の幅を広

げる 

・自信をつける ・ゼミについていく

・プレゼン能力の向上 
・他者に伝え切らな

 い 
・しっかり理解する 

・人並み以上の結果

を出す 

・レジュメ・図解の作成 
・言語化されない部

分を探る・掘る 

・分からないまま終わら

せない 

・基本の姿勢をブラ

さない 

・いかに論破するか 
・社会で活かせる力

の養成 
・やりたいだけやる 

 

・卒業論文・発表 
・研究方法と論文の

書き方 
・学会のレベルに近づく 

 

    ・概要を把握する   

表 6 ゼミ活動において苦しんだ点 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 

活動への姿勢 
拡がり 深化 

単位 

・他者への伝達 
・自分とは異なる角度か

らの質問 

・力の入れようや拘りのバ

ランス 
・時間の長さ 

・説明が理解されないこと
・自分と地者の思考方法

の違い 
・論文の理解 ・課題に要する時間

・レポート提出 ・調べ方や学び方 ・理想と現実の自己のズレ ・課題の量 

・文章化すること 
 ・自分は完ぺきではないと

いう自覚 
・ゼミ中の雰囲気 

・卒業論文     ・人間関係 
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ではなく，主に「データの捉え方」という視点の 

ものであった。上記の分類上は，「外化」が最も

多かった。また「全般的に得た点」では，「個人

的成長・深化」が最も多かった。 

 

4.6 記述内容の推移傾向 

上記 4.4 及び 4.5 の結果を，対象者をもとに図

示したものが図 2である。これによると，記述者

数に基づくと，「重視した点：外化」⇒「苦しん

 

表 7 卒業後，ゼミでの経験が活かされている点 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 社会人としての姿

勢 拡がり 深化 

単位 

・資料作成 ・物事の概要を掴む ・疑問を持つこと 
・他者と協働する際

の姿勢 

・文章や画想を使ったレ

ポート作成 

・データの読み取り

や信頼できるかの

判断 

・分からないまま放置し

ない 
・協調性 

・説明の仕方 
・根拠のある課題解

決 
・より善くする姿勢 ・組織内での動き方

・言葉や手法の工夫 ・情報の取捨選択 ・とことん調べる ・残業に対する免疫

  

・自分で考える 

・時間・仕事内容・

休みなどへの対

処方法 

    ・統計データの考察への

落とし込み 

  

表 8 全般的にこのゼミで得たもの 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 社会人としての姿

勢 拡がり 深化 

単位 

・伝達能力・コミュニケ

ーション能力 
・論理的思考力 ・本物志向 

・長時間の拘束への

免疫 

・自分の意見や考えの説

明力 
・仮説を立てる力 ・学ぶことの楽しさ 

・他者との関係の持

ち方 

・人前で発表する自信 ・思考の流れ ・勉強する姿勢 
・チームワークと自

分の立ち位置 

・発言力 

・仮説を実証するた

めの方法論を考え

る力 

・根気強く取り組む姿勢 ・場の空気の読み方

    ・やれるという自信   
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[重視した点]⇒[苦しんだ点]⇒[経験の有用性]・[全般的に得た点] 

図２ 記述内容のカテゴリー間の推移(○付き数字は対象者の ID) 

だ点：活動への姿勢」⇒「経験の有用性：外化」・

「全般的に得た点：個人的成長・深化」という流

れを見て取ることができる。しかしながら，個人

的推移に着目した場合，一貫した傾向を見出すこ

とはできず，個人個人が異なるコミットの仕方を

し，卒業後の生活において異なる意義を感じてい

たものと考えられる。 

 

4.7 卒業論文への取り組み度 

本学においては，ゼミ活動の集大成として卒業

論文を捉え，卒業必修となっている。そのため，

卒業論文を仕上げるのみならず，特に人間心理学

科では，卒業論文発表会を経て，単位認定がなさ

れている。結果的には，自身の卒業論文について

は，テーマに関してかなりの程度正確に記憶でき

ている，と判断できよう（表 9）。 

 

4.8 「共同体」としての意識 

 本調査結果からは，ゼミに対する共同体意識を

読み取ることはできなかった。もちろんゼミ内で

の人間関係に腐心したり，ゼミの雰囲気に気を配

ったり，ということは記述としては挙がっていた。

しかしながら，それはいかなる集団においても生

ずることであり，特に共同体意識を反映するもの

ではなかった。 

 

5. 考察 

 

 前回の調査と本研究の結果，ゼミの対象領域や

運営方法，規模等の相違にもかかわらず，ゼミで 
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の学習内容が社会に出てから役に立っていると

いう認識にはつながらないことが示された。 

 

5.1 ゼミへの取り組み度 

廣瀬（2013）の指摘に，学生の，ゼミを単なる

1授業として捉える傾向への危惧があったが，本

ゼミにおいては，その傾向はなかった。それは，

基本的には欠席がなかったこと，何時に終わると

いう制限なくゼミが運営できていること，課題遂

行の不充分さはあるものの，取り組み自体に問題

があったわけではなかったこと，「缶詰ゼミ」を

全員がこなしたこと，といった現象面から伺い知

ることができる。 

しかしながら，前回調査ではゼミへの取り組み

度は，調査結果からは抽出し得なかった。本研究

では，「卒業論文の題目の記憶」を設問に加えた。

その結果，卒業論文のテーマを数年経過後も，か

なりの程度正確に記憶できていた(表 9)。 

また，前回調査では扱わなかった，「ゼミで重

視した点」の中には，「ゼミ課題」や「研究方法」

「卒業論文」といった研究関連のものも挙げられ

ている。同様に「ゼミで苦労した点」についても，

「論文の理解」「レポート」「卒業論文」が挙げら

れており，決してゼミの内容を軽視していたわけ

ではないと考えられる。 

以上のことから，高い意識でゼミの内容に取り

組んでいたことが推察され得る。 

 

5.2 ゼミで学んだことと社会との接点 

柴原(2013)においては，ゼミでの内容面での学

びが上手く機能しなかった要因の 1つとして，ゼ

ミで扱う学問領域の問題が挙げられた。そのため

に，詳述は避けるが，ゼミとして標榜する主たる

学問領域を，発達心理学や教育心理学から社会心

理学に移行した 5)。前述のとおり，社会心理学の

研究テーマは，日常生活に非常に密着したもので

あり，ゼミの内容が，卒業後にも十分に活かせる

と考えられた。 

さらに，研究活動や研究成果に接する機会を増

やすために，3・4年生の合同ゼミとした。 

しかしながら，本調査によって明らかになった

ことの１つは，ゼミで扱った学問的知見や卒業論

文や卒業論文発表としてまとめた成果は，卒業生

の意識の上では，日常生活にはあまり活かされて

はいない，ということである。 

図 2に示されたように，全体としては，ゼミで

は「外化」が重視され，いかに相手に伝わるよう

に発表するかというところに意識が向いていた。

そして「ゼミの経験の有用性」もやはり「外化」

がいちばん多く，その意味では，学生はゼミへの 

取り組みを通して，各自が有していた目標を達成

していたと考えられる。すなわち，ゼミの目的そ

のものが上手く伝わっていなかったことが考え

られる。確かに，このゼミ活動を通してどのよう

な学問的な力がつき，それがどのようにその後の

人生において活かされるのか，といったことより

も，どのようにゼミが運営されるのかといったこ

とに，筆者自身のゼミ説明の重点が置かれていた

ことは否めない。 

 一方で学生側の視点に立った場合，学習内容の

理解を前提に，それが今後の目指すキャリアや人

生にどのような意味があるのかということに対

して，うまく位置づけられていないものと考えら

れる。例えば，ゼミ選択の理由として学習内容を

挙げていた者は，約 3 分の 1 の 6 名に過ぎない。

それは，「何を学びに大学に来たのか」とか「こ

の先どのように生きていきたいのか」といった

「人生観」に関わる問題でもある。 

また，「全般的に得た点」では，「個人的成長の

深化」が最も多く，物事への取り組み方であった

り学びの姿勢であったり，厳しいとされるゼミを

やりきった自信，考え抜く力，前に踏み出す力と

いった「社会人基礎力」や，意欲，忍耐力，とい

った「人間力」に関わる領域であった。このよう

な結果は前回の調査と同様のものであり，ゼミの

学習内容や多少の方法論の違いの影響を受けて

いたわけではない。 

一方，教員の側が有するゼミの「共同体」意識

の醸成(伏木田ら，2013)に関してであるが，本研

究においては，共同体意識の醸成は抽出されなか
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表 9 本調査回答者の卒業論文のテーマ(上段)と記憶としての卒業論文のテーマ(下段) 

年度 卒 業 論 文 の テ ー マ 

2009 

音が対人魅力と心拍に与える影響:リズムに焦点をあてて 

音が人の印象に与える影響(リズムに焦点を当てて) 

目撃証言の信憑性について 

目撃証言の信憑性について 

児童期の養育環境と大学生の不安との関連:親しい年長者と兄弟の有無が不安特性の構造に及ぼす影響について 

兄弟の有無が不安に与える影響 

日本橋学館大学の学生における「甘え」と親子関係・友人関係 

親子関係と甘えについて 

友人・家族からのソーシャル・サポートと心理適応:ソーシャル・スキルと達成動機に着目して 

大学生とソーシャルサポートの関係 

2010 
援助行動の実験的研究:傍観者，緊急度および過剰適応が，援助の生起に及ぼす影響 

援助行動 -傍観者、緊急度、利他行動因子- 

2011 

大学生におけるタイプ A 行動パターンときょうだい構成:自尊感情との関連 

大学生におけるタイプ A 行動ときょうだい構成 

大学生における周辺視野情報の記銘に関する研究:記銘材料として映像を用いての検討 

人間の記憶傾向 

2012 

司会者の地位や発言が採点者に与える影響について 

司会者の発言が採点者に与える影響について 

先行経験が与える二度目の意思決定による失敗の後悔について 

選択肢を与えられた結果と与えられなかった結果での感情の起伏の変化について 

女性の顔に対する魅力認知の違い:化粧・笑顔 

相手の外見で人はどのような印象を持つか 

2013 

服装の好みと印象:性別と年代差に着目して 

服装が与える印象の違い 

プライバシーの重要度・必要度・確保度と向性の関連について 

外向性・内向性による空間機能指向性 

2014 

対人葛藤解決方略に依存度が与える影響 

対人葛藤状況における対人葛藤解決方略に依存度が及ぼす影響 

映像視聴における評価時間について 

映像視聴における心理的時間について 

ポスターの背景有り無しによるポジティブ・ネガティブメッセージの印象変化 

ネガティブ・ポジティブ画像、メッセージにおける広告の印象変化 

“男性らしさ””女性らしさ”の固定観念(ジェンダー・ステレオタイプ)とジェンダー偏見のつながり 

男性らしさ・女性らしさ(ジェンダーステレオタイプ)と性的偏見との関係性 
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った。仮に共同体意識を方法論上抽出できなかっ

ただけであったとしても，卒業後にもその共同体

そのものが継続しているとは言えず，ゼミとは関

係なく大学生活の中で培った友人関係を中心に

関係が継続しているようである。「○○ゼミ出身」

ということ自体の意識が薄れているというより，

SNS を通して，広く自由に手軽に友人関係を維持

することが可能となった社会的な影響があるの

も知れない。 

いずれにしても，遡及的データであることには

注意を要するが，学生がゼミの当初からゼミ経験

を経て，どのように社会の中でゼミでの経験を位

置づけているのか，大雑把にではあるが把握する

ことができたものと考えられる。 

ただ，個人に着目した場合，ゼミで重視した

点・ゼミ活動で苦しんだ点・卒業後のゼミの評価

といった時系列上では，一貫した傾向が認められ

るわけではなかった。このことは，将来的な自己

像を明確にした上で，ゼミの活動に明確な目標を

もち取り組んでいたというよりも，そのときどき

で個人としての課題に注力した結果，多くの者が，

「社会人基礎力」や「人間力」に関わるような，

「個人的な成長・深化」を実感するに至ったと解

釈できる。 

 

5.3 ゼミとキャリア教育との接点 

このような結果が，文系のゼミが有する特色で

あるとすれば，ゼミに対して別の観点からの評価

が必要となる。すなわちいかなる学習内容であっ

ても，ゼミの内容が直接的に社会生活に活かされ

ることはなく，むしろ，ゼミに対していかに取り

組んだか，その姿勢や方法論が，その後の社会生

活に大きな影響を及ぼしている可能性がある。も

ちろん現段階では「筆者のゼミ」という域を超え

ないのであるが，筆者のゼミは心理学関係のゼミ

であり，比較的，日常生活に深く関わる領域であ

る。それが文学部や法学部，経済学部，商学部と

いった学問領域の場合，そのような傾向は，なお

のことであろうと推察される。 

つまり，ゼミにおいて培われる力は，キャリア

教育につながるものと捉えることができよう。

「キャリア教育」は多義的な概念であるが，文部

科学省の定義によると，「一人一人の社会的・職

業的自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を

育てることを通して，キャリア発達を促す教育

(中央教育審議会，2011, p. 16)」である。そし

て基礎的・汎用的能力(人間関係形成・社会形成

能力，自己理解・自己管理能力，課題対応能力，

キャリアプランニング能力)の育成を重視してい

る。 

そういった観点からゼミを考えれば，専門教育

でありながら，キャリア教育の一端に他ならない，

と捉えることもできる。つまり，結果論としての

「ゼミというキャリア教育」を行うにあたって，

何を題材にするかといったときに，担当教員の専

門性による，という流れである。 

ただし，特筆すべきは，前回調査で大きなウェ

イトを占めていた「人間関係」が，本研究ではさ

ほどクローズアップされていなかった点である。

このことは，本調査の対象となったゼミの人数が，

少なくなっていることに起因していると考えら

れる。つまり，ゼミという一定規模の集団がもつ

機能がキャリア教育につながりやすいとも考え

られる。 

では大学教育において，専門ゼミは必要ないの

かというと，そういう意味ではない。キャリア教

育としての効果は，あくまでも，専門ゼミという

活動に内包される「隠れたカリキュラム」の影響

によるものである。基本的にはゼミは，学生の興

味・関心に従って選択されており，それなりの意

識をもって取り組む場であろう。そのような内発

的動機づけ(純粋な意味ではそうとは言えない

が)に基づく学習のプロセスにおいて，初めて効

果をもつようなカリキュラムであるとも考えら

れる。 

しかし，教員があまりにもキャリア教育を意識

しすぎた場合，学生の興味・関心を疎外すること

にもなりかねず，やはり逆に効果が見られなくな

ることも考えられる。例えば，「共同体」として

の意識をあまりに強くもつと，もちろん単位の有
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無という絶大なる違いはあるが，活動に対する意

識自体は，サークル活動との違いが薄れてしまう

可能性がある。 

学生の質の変化とともに，ゼミのあり方も模索

していかなければならないであろう。 

 

6. 今後に向けて 

 

本論は，筆者のゼミにおけるデータのみを対象

に展開された。しかしながら，この種の研究報告

は，そのゼミの特徴（本論の論旨からは，内容で

はなく方法論）をストレートに反映したものであ

る可能性がある 6)。ゆえに，本来ならばさまざま

なゼミを研究対象として，データを収集し分析す

る必要があろう。ただ，密室性ゆえに難しい問題

がある。 

その一方で，ゼミ活動の多様性は認めながらも，

それがキャリア教育の一翼を担っているとすれ

ば，大学教育として，ディプロマポリシーにどの

ように繋がっているのかについては，吟味されな

ければならない。ゼミは，各教員の自由度が相対

的に高く，教員の個性が発揮されやすい場であり，

学生にとって非常に魅力的な科目ともなり得る。

しかしながら，あくまでもディプロマポリシーに

則った学生を輩出するための集大成の授業とし

て，ゼミを通して学生が何を学んでいるのか，そ

れが学生の将来とどのように繋がっているのか，

個人の発達に着目しながら，不断に吟味していく

必要があろう。 

加えて，「教員がどのような意識でゼミを運営

しているか」と「学生がゼミにおいて何を得てい

るか」の関係という観点からも，検証がなされて

いく必要があろう。 

 

注釈 

 

1) 2008 年度までは，ゼミ生の数がそれ相応に多かっ

たため，3・4年を独立に実施していた。それ以降は，

ゼミ生の数が減少してきたことに加え，ある程度の

集団化を図ることによるゼミ全体のレベルアップと

いう視点も加わり，3・4年生を合同で実施し始めた。 

2) 過去のゼミにおいて，発達心理学や教育心理学的

な研究といった場合，学生の興味・関心は，幼児期

から青年中期(高校生)を対象とするような課題設定

が多かった。しかしながら，「個人情報保護法案」の

成立により，研究協力者に該当する対象者を得るこ

とが困難になった。よって，研究協力依頼の段階で

協力の許可を得，その場でデータ収集できる大学生

を研究対象とするのが現実的であると判断した。 

  また，発達研究における遡及的なデータは，イン

フォーマルな形でのデータ収集では信頼性がかなり

薄いと判断し，社会心理学的研究へと，ゼミで扱う

研究テーマが移行していった。 

3) パソコンを所有していない等の理由から，添付フ

ァイルではなく，メールの本文上での回答となった

者が 3名いた。 

4) 個人情報保護の観点からは，対象者からの同意を

得た上でのメール送信と返信，本学の研究倫理委員

会での審査を経て，問題ないという判断をした。 

5) 当該学生が高校時代の恩師と繋がりがあり，指導

教員として筆者が研究協力依頼を出した場合におい

て，高等学校からの協力が得られたものもある。 

6) 本研究のことを知った他のゼミの卒業生や，現在

の筆者のゼミ生から，他のゼミで同様の調査をした

らどういう結果が得られるのか，非常に興味がある

し是非知りたいとのコメントがあった。このことは，

それだけゼミ生にとって「ゼミ」というアイデンテ

ィティが強いものであり，自身の学習活動を相対的

にモニターできる場として，機能しているのであろ

う。 
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A certain consideration about a professional seminar of the 
liberal arts in higher education : Points of agreement between 

professional education and carrier education 
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Summary  

    This research aimed to retest the result of Shibahara’s (2010) research. I used an 

open-ended questionnaire to assess the effect of a professional seminar on the graduates’ social life 

after graduation.  

Previous research indicated that graduates recognized that the seminar affected " initiative to 

learn," "facilitation of an interpersonal relationship," and "perseverance." In addition to these, the 

abilities of human relationship and the habit of logical thinking were useful for social life. However, 

the learning contents were not found in the descriptions. 

Following this, the seminar’s contents and method of management were revised to enhance the 

effect of the learning content’ on the social life. Despite these revisions, the results of this study and 

the previous study showed that there was no impact of learning content on social life.. 

These results conclude that even when a professional seminar engages in highly specialized 

learning in the department, the effects on the graduates are seen at the points, such as 

"competencies" and "basic skills needed for a social life." A professional seminar is considered as 

one of the subjects of a department, and assumes the role of a master of specialty. However, on the 

other hand, this subject is significant as a "carrier education." 

ut, in the other hand, this subject contains the significance as "carrier education".  

…………………………………………… Key words …………………………………………………… 

higher education, seminar, educational method, evaluation of education,  

carrier education 


