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VII. 「北海道大学を歩く・見る・考える2014-1」

妙木忍

l ' はじめに－開講の背景・目的・呂標

本授業は、自分たちが学んでいる北海道大学をフィールドとして、受講

生自らが関心のある問いを発見し、聞いを立て、それを解き、成果物にま

とめるという一連の流れを学ぶことを目的としている。

多文化交流科目はフレッシュマンセミナーとして位置づけられているこ

とから、大学生活を送るその初期に、大学で研究するとはどのようなこと

かを学ぶ契機となるよう期待して設計した。その意味において、理系と文

系の両方の学生にとって共通する論点を含んでいる。北海道大学の魅力を

伝えるパンフレットを作成するのが成果物のかたちではあるが、その根底

にあるのは上記のような問題意識である。

本授業のキーワードは、北海道大学、大学史、文化資源、フィールドワー

ク、社会調査（とくに質的調査）、情報生産の技術である。

授業の目標としてシラパスに記載した内容は、概ね次の通りである。本

授業では、北海道大学の魅力を再発見し、それを発信するための力を身に

つける。そのためにはまず、北海道大学の歴史と現状を理解する必要があ

り、その上で、受講生が自ら取り組みたいテーマを班ごとに決めて、学内

を歩いて調査をおこなう。「学ぶ」「理解する」「考えるJ「調べるJ「情報を

整理する」というプロセスを経験する。対象は、歴史、文化資源、建築、

植物、学生生活など受講生の関心を重視する。もし可能であれば、魅力を

再発見してまとめるだけではなく、さらに魅力ある大学になるためには、

現在どのような課題があり、どのように乗り越えていけばよいのかについ

て議論する。この授業で重要なのは、留学生と日本人学生がともに考える

作業自体であり、討論や議論の時間、情報を整理する過程を大切にする。

到達目標は、次の4点とした。（1）北海道大学の歴史と現状を理解する。

(2）北海道大学の魅力をKJ法で整理する。班ごとに調査対象を決めて調べ

る。（3）調べた情報を加工・整理し、写真と文字を組み合わせ、分かりやす

く正確な資料を作成する。（4）留学生と日本人学生がともに議論し、課題を

発見する力を身につける。
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2. 開講時期と受講者数

本授業は、 2014年度第 l学期に開講された。受講者数は、日本人学生4

名、留学生 l名の合計5名（女性1名、男性4名）である。日本人学生の

所属の内訳は、総合理系 2名、総合文系 l名、工学部 l名（いずれも l年

生）であった。留学生の所属は、経済学研究科であった。文学研究科の大

学院生・杉山和希さんがTAを務めてくれた。

3. 授業の実施内容

本授業の実施内容を表 1に示す。本授業は、第 1回目のオリエンテー

ションの後は、学ぶ段階（第2回から第5回）、研究計画を立てる段階（第

6回から第8回）、研究を実施する段階（第 9回から第11回）、研究の成果

をまとめて発表する段階（第12回から第14回）の 4段階に分かれている。

第15回目（最終回）は、まとめと講評とした。

表1 授業の実施内容

回 日 程 授 業 内 ι廿モ参

第 l回 4月10日 オリエンテーション

第2回 4月17日 北海道大学の歴史

第3回 4月24日 北海道大学総合博物館見学

第4回 5月1日 北海道大学文書館見学

第5回 5月8日 北海道大学植物園見学

第6回 5月15日
北海道大学の魅力をKJ法で分類、テーマの設定、

研究計聞書の書き方

第7問 5月22日 研究計画書を書く

第8回 5月26日 研究計画書の発表・討論

第9問 5月29日 調査実施①

第10回 6月12日 調査の経過報告・討論

第11囲 6月19日 調査実施②

第12回 6月26日 班の成果物のまとめを開始

第13回 7月3日 成果をもとに歩く（「観光J班）

第14回 7月10日 成果をもとに歩く（「北大の植物！」班）

第15回 7月17日 まとめ、パンフレット手渡し

注） 6月5日は大学祭のため休講。
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以下では、表1に記載した授業内容について簡潔に説明したい。

第1回目はオリエンテーションを開催し、本授業の背景・目的・達成目

標や具体的なスケジ、ユールを説明した。

第2回目は北海道大学の歴史を学び、第 3回目から第 5回目は総合博物

館、文書館、植物園の協力のもとで、学内施設での資料見学学習会を実施

した（写真 l～写真 3）。この聞に、北海道大学に関する参考文献一覧表

を配布した。

写真 1 2014年4月24日北海道大学

総合博物館見学

写真2 2014年5月1日北海道大学
文書館見学

写真3 2014年5月8日北海道大学

植物園見学

第6回目は、情報生産の技術 ・KJ法を学んだ。班を 2つに分け、北海

道大学の魅力を受講生全員が出し合い、情報を整理した。班としてどのよ

うなテーマに特に関心があるのかをこの回に決定し、 KJ法の結果とテー

マ設定について発表した。それぞれの班は、観光と植物に関心を寄せた。

この回は、研究計聞書（リサーチ・プロポーザル）の書き方についても説

明した。班としての方向性を決めた上で、個人の研究テーマを設定するた
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め、班全体の研究計画書の作成と個人の研究テーマに関する研究計画書の

作成を課題に出した。文献の調べ方、図書館の利用、図書館業務の新たな

動向などについても、この回に紹介した。

第7回目と第8回目で研究計聞書を書き、発表・討論した。その場で質

疑応答をするとともに、全員が全員の発表に対してレスポンス・カードを

書くという形式を採用した。

第9回目から第11回は調査を実施し、経過報告では全員での討論をおこ

なった。第12回目は、班の成果物のまとめを開始した（写真4）。

写真4 2014年6月26日教室での
討論風景

第13回と第14回は成果をもとに学内を歩きながら発表する授業をおこ

なった。最初の週は、「観光」班が担当した（写真 5）。班員の研究テーマ

は、「観光地としての北大J「観光客の知らない北大J「北大ジンパの魅力」

だ、った。

写真5 2014年7月3日 「観光」班歩く

（クラーク像にて）

写真6 2014年7月10日 「北大の植物！」
班歩く（ポプラ並木にて）

翌週は、「北大の植物！」班が担当した（写真6）。班員の研究テーマは
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「北海道大学の並木道」「一北大の植物学博士一宮部金吾」だ、った。

第15回目は、班の成果物と個人研究の成果物を一つのパンフレットに完

成させたものを全員に手渡した。このときまでに、班の成果物は 2回、個

人研究の成果物は 3回の提出機会があり、すべての提出物にコメントをつ

けて返却した。このようにして、受講生自身が推敵する時間を確保した。

班の成果物はA4サイズ、のパワーポイント l枚（横向きで中央で折る）、

個人研究の成果物もA4のパワーポイント 1枚（向上）であり、この短い

分量の中に、わかりやすく研究内容を伝える文を書き、写真を 2枚から 3

枚挿入するという作業をおこなった。その上で、授業全体として一つのパ

ンフレットに仕上げた。研究した成果を短くまとめる訓練のほかに、個人

研究の研究レポートの提出もおこなった（後述）。

4. 評価方法

本授業では、授業への参加度、授業での発表、班の成果物、個人研究の

成果物を評価の対象とした。それぞれについて、具体的に述べる。

授業への参加度は、授業内での発言や、毎回授業後に提出してもらって

いたレスポンス・カードの内容を評価対象とした。授業での発表は、研究

計画書の発表、調査の経過報告、歩いておこなう発表を評価対象に含めた。

班の成果物は、班で作成したパワーポイントを評価対象とした。個人研究

の成果物は、毎回授業後に提出してもらっていたポートフォリオ、個人で

作成したパワーポイント、個人の研究レポート（最終回の授業で提出）を

評価対象に含めた。

5. 授業で工夫したこと、達成できた点

本授業では、次のような内容を習得してほしいと考え、工夫してきた。

リサーチとは何かの基礎、研究計画書の書き方、論文の書き方、目次の立

て方、引用や文献挙示に関するル｝ル、研究倫理、社会調査法の基礎、 K

J法と情報の整理方法、パンフレット作成のための情報整理と取り込む項

目、相手に伝わりやすい発表方法などである。このように、文系と理系の

双方に共通するようなテーマを扱った。

次に、実際の指導にあたっては、すでに紹介したように複数回の提出機

会を設け、すべての提出物に対して添削をおこなった。また、毎回授業後

に提出するレスポンス・カードに対しでも翌週フィードバックをおこなっ
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た。このようにして、教員と受講生とのコミュニケーションを重視した。

一方、受講生同士のコミュニケーションも生まれるように授業内で工夫を

おこなってきた。班での研究の方向性の決定、班で一つの成果物を作ると

いう作業がそれにあたる。さらに、それだけではなく、個人研究の意義を

見出すことにも力点を置き、個人研究と班の作業の両方を体験できるよう

に工夫した。

6. 学生による授業評価と今後の課題

学生による評価を、授業最終回のレスポンス・カードから紹介したい。

要点を先取りすれば、論文の書き方、大学での研究とは何か、討論の意義、

自らの問いを解く面白さなどに受講生は気づいてくれたようだ。以下は、

レスポンス・カードの一部を抜粋したものである。

「前半の授業では様々な施設を訪問し、後半は研究を進め成果物をつく

るという、内容が感りだくさんな全15回の授業でした。この授業は、内

容はもちろん、雰囲気も他の授業と異なっているように感じました。毎

時間話し合いの場が設けられていたり、少人数だからお互いのことを深

く知れていて、より深い意見を交換することができたりなど、色々な意

味でとても有意義だったと思います。」

「この授業は他にはないような少人数でたくさん授業参加できるもの

で、とても面白かった。研究というものは初めてで、大変で嫌になりそ

うな時もあったけど、自分の好きなテーマに自由に調査できるというこ

とはとても楽しく、始めると夢中になって何時間も取り組んだりしてし

まった。また大変だからこそ、皆と頑張った思い出や研究経験は大きな

ものになったと思つ。研究は、一人でするものでなく、読む人を想定し

たり、他人の意見を取り入れることでより良くなるものだと分かつた。

最後に、このような貴重な経験が得られる授業を行っていただき、あり

がとうございました。」

「この授業を通して、大学で学ぶということがどういうことなのか、少

し分かつたような気がします。それに、研究の仕方とか、引用の方法と

かも教えてもらえて、他の授業とは全然違う、良い経験になりました。

もちろん、北大のことをより深く知ることができたのもとてもよかった

です。短い間でしたが、この授業を受けて良かったで、すoJ
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「今日は最後の授業の日です。みんなから色々な意見を聞いた。この授

業は結構勉強になりました。今回の（引用者補足：授業が）きっカ で、

北大について様々な情報や物語を知りました。これから北大での生活に

はさらなる楽しむことができる。あと改めて論文の書き方を学びまし

たoJ （原文ママ）

「授業を振り返ると、北大の見方が変わっていた。自分が思ったことや

観光客の方から聞いたことを考えながら北大内を歩くと問題点なども発

見できた。大学での授業の受け方、研究の進め方や自分の考えがまとま

らないときにどうしたら良いかなどたくさんのことをこの授業で学ぶこ

とができた。また、グループで意見を交換したりするのが苦手だ、ったけ

ど、授業を受けているうちに楽しく思えたし、必要なことだと感じたoJ

以上が学生の声の紹介である。

次に、多文化交流科目の授業開発のためにおこなっているアンケート調

査のなかで、留学生とともに学ぶことを通じて、受講生が感じたことを自

由に記述する欄があったので、紹介したい。「日本では当たり前のことが、

外国で、は違っていたりすると、より日本の特徴について理解を深められたJ

「台湾出身の留学生の方と一緒に授業を受けて、台湾の大学のことなどを

知ることができたJ「共に活動した留学生は日本語がとてもうまく、コミュ

ニケーションに一切不使などはなかったので、深く意見の交換ができた。

母国の比較もできたので、良い経験になった」という意見が記載されてい

た。

本授業では、班員がよく協力していたこと、発表も積極的におこなわれ

たこと、討論も活発で、よい点が多くあった。一方、留学生がもう少し多

ければ新たな交流も生まれたと思われる。調査時間をより多く確保するた

めの工夫も必要であるし、受講生同士の交流、受講生と教員の交流も深め

ていきたいと考えている。

7. まとめ

本授業は、自ら問いを立て、その聞いを解く楽しみを実感してもらえる

ように設計している。個人研究と班での活動の両方を体験できることも特

色の一つである。個人作業、受講生同士の交流、受講生と教員の双方向型

の交流の要素が入っており、さまざまな活動を体験する。予習・復習や調
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査の実施など課外学習活動も多い授業であるが、本授業で学んだことを活

かして、日本人学生も留学生も、北海道大学での学生生活や研究生活を楽

しんでもらえたら幸いである。
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