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研究 の 目的 】
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本研究は、教育学部の学生 に自分 のライフスタイ/1/を 創造 させ てい くうえで、 貫はどの よう
なサポー トができるかをテーマ としたアクションリサ‐チである。保育士資格や勁稚園 、小学
校 の教諭の免許状は、他 の教育機関で も取得できるので、四年制大学、 さらには女子大である
椙山でこれ らの免許状や資格の取得を目指す ことの意味を考えてみる必要がある。椙山女学園
大学がこれまでさまざまな女性 の生き方をサポー トしてきたよ うに、教育学部でも、「免許や資
格を与えるだけはなく、教師 として、保育士 としていかに生きるのか とい うライフスタイルを
もバ ックア ップしてい く」 とい うことを存在意義 としていきたい と考 えてい る。
研究 の経過】
【
:研 究計画 の 作成
〜 6月 :人 間論 にお け るグ ス トス ピー クの 実施 (全 4回 )
〜 6月 :人 間論 にお け る ワー クシ ー トを もちい た 人生設計 (全 2回 )
〜 10月 :学 生 の リフ レクシ ョンペ ーパ ー の分析
12月 :研 究のま とめ
5月
5月
5月
7月

研究 の成果】
【
本研究 を始めたの と同時に、人間論 の全学共通化 WGが 発足 し、人間論 が 「人間 とはいか
なる存在 か」「人間はいか に生 きるべ きか」を追及す る場であることを全学部一致 で確認す
ることがで きた。 これは、椙 山女学園大学が、それぞれ の学部 の独 自性 を発揮 しつつ 、さ
まざまな女性 の生 き方を支 援 してい く教育機 関であろ うとす る姿勢 を示す もので ある。 こ
の研究 を通 して、教育学部 の取組は、その先駆的な取 り組み として評 価 され ることにな り、
時期 を得たよい研究テーマ を掲げ、研究できたことに満足 してい る。
成果 1 グス トスピー クの効果
学生は、特に入学直後 の新 一 年生は、職業 としての保育職 。教職 を漢然 としたあこがれ と
い うレベル で思い描 いてい る。 しか しなが らゲス トスピー クを通 して、保育職や教職に就く
とい うことは どうい うことか、 自分の私生活 と職業生活を両立させるとい うことはどうい うこ
とか、とい うことが具体的にな り、自分と 10歳 から 15歳 ほど年上の先生方の姿を通 して、自
分 の近未来の将来像を描 くことができたようである。授業最後に行つたアンケー トの 自由記述
「ゲス トスピークでは実際に職場で働いてい る先生の様子が か り
欄 には、
分
、とても勉強になっ
た」「自分の将来設計を考えることができたので良か った」等、グス トスピー クを肯定的に
評価
する記述が 35件 みられた。

成果
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将来設計のフー クブ ックの効果

「椙山の4年 間をどう過ごすか」
「将来自分はどう生きていくのか」を考えさせる￨ワ ■クブ ク
ッ
を作成し、学生に評⌒ していら、
ぃながら、情報提供するという活動を行つた。入学直後でまだ
計画が明らかではなく、記入に困難を覚える学生も多かったが、授業最後に行ったアンケー ト

によると、「4年 間は長 い よ うで、計画的に過 ごさない とあっとい う間に終わ りそ
う」「大学の
流れ (い ?=期 F不 卜があり、いつ夏然拶 あるか、教員採用試験がいつあって、卒業論文は
いつ書 くのか)の 流れがわかってよからた」 とぃ ぅ肯定的な意見が多くみ ら
れた。特に、1年
生はまつた く大学の仕組みがわかっていないので、ガイダンス的な役割を果たすことがで きた。
【
反省 と今後の課題】
ライ フスタイル莞援は女子大の生き残 りの重要な戦略的拠点 となりうるЬ教 育学部では人間論
の一部を使 つて行つているにすぎないが、学年ごとに最低ひ とつのガイダンス的授業、もしく
は指導教員制度を用いた仕組みを設け、4年 間を通 じて系統的にライフスタィルの創造を支援
してい く粋組み が必要であると感 じると各学部にそのよ うな仕組みが整えば、名実 ともに 「椙
山女学目大学は安性のさま ざまな生き方をバ ックアップする大学である !」 とい うことを内外
に示すこと協Hで きるようになるであろうと この薪究は今後 も継続的に行つていきたいと

