
カードソート法を活用したグループワーク授業の実施（キャリア教育）

　　　　　　　　　及び「グループによる語り合い」を通じた

　　　　　　　　　　　　学生支援の担当者セミナーの開催

キャリアセンター

　西條秀俊

1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リァ形成支援を行っている。低学年から「自分らしい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャリアとは何か」を一緒に考える科目を開講。一方

　雇用環境の変化等に伴い、学生の進学や就職を巡る　　的に聞く講義ではなく、総合大学の特色を生かし、9

環境も大きく変化してきている。そうした中で、大学　　学部学生混合のグループワークやOB・OGを招いた

においても「人生を主体的に切り拓いていく能力」を　　講演を中心に行っている。学生自らキャリアについて

育み、「社会で通用する力」を身につけさせるための　　考え、気づきを得る機会を提供する。学部の専門的キャ

体系的キャリア教育の充実が必要である。　　　　　　　リア意識形成科目を受講することによりコラボレー

　そのキャリア教育の一環として、大学に入学した初　　ション効果が期待できる。

年次から一方的な知識の伝達といった講義ではなく、

グループワークを活用し、学生自らが参加・体験し、

グループダイナミクスといった相互作用の中で、自ら

何かに「気づき」を得るといった双方向的な授業の実

施が望まれる。

2．平成20年度授業改善プロジェクト

　平成20年度授業改善プロジェクトとして、【カード

ソート法を活用したグループワーク授業の実施（キャ

リア教育）及び「グループによる語り合い」を通じた

学生支援の担当者セミナーの開催】の採択を受けた。

　講義の中で、カードソート法を活用したグループ

ワーク授業（キャリア教育）を行い、学生自身の価値

観等の検証をした。その中でグループワークを実施す

ることにより、学生が自ら主体的に考え、その考えた

ことを伝え、表現する能力（コミュニケーションカ、

プレゼンテーション力等）等のキャリア意識向上や学

生生活のモチベーションアップに繋がった。

　また、カードソート法を活用したグループワーク授　　　また、キャリアセンターでは、進路全般に関する相

業展開の効果を広く周知するために「グループによる　　談を随時受け付けており、いつでもスタッフが親身に

語り合い」を通じた学生支援の担当者（教職員）セミ　　なって相談を受ける態勢をとっている。

ナーを開催した。このグルーブワークの指導法を学ぶ　　　さらに、昨今の雇用環境の悪化を受けて、平成21年

ことにより、より多くの職員にカードソート法及びグ　　10月から一人ひとりに応じたきめ細かい支援として、

ループワークの効果や必要性の理解促進を図った。　　　経済状況の動向や学生気質等を把握し、カウンセリン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ技能を修得したキャリアコンサルタント4名を常勤

3．新潟大学におけるキャリア教育　　　　　　　　採用し、キャリァカウンセリングを充実させた。文系、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理系、医歯学の学系別に配置することにより、それぞ

3．1．新潟大学キャリアセンターの取り組み　　　　　　　れの分野の専門性に応じた学生の自律支援を行う体制

　新潟大学では、学生一人ひとりの成長を支援すべく、　をとっている。

国立大学では先進的に平成17年4月にキャリアセン　　　平成21年12月現在、新潟大学キャリアセンターには

ターを設置した。従来からの手厚い就職支援（H20年　　キャリアコンサルタント資格者6名、産業カウンセ

度支援行事約70件、参加学生延べ約13，950名、個別相　　　ラー資格者5名、実人数として資格取得者は7名在籍

談件数約1，000件）に加え、4年間を通した総合的キャ　　している。その他にも、カウンセリング技能を修得す
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るための資格養成講座にチャレンジして、資格取得を　　4．2．1．名称：

目指すスタッフもおり、学生に対する効果的なキャリ　　　本価値観カードを新入生向け「CANガイド（Career

ア形成支援をキャリアセンター全スタッフで共通認識　　Action　Note）」と並行して活用するために、「CAN

を持って支援サービス向上を図っている。　　　　　　　（Career　Action　Navigation）カード」と命名した。

3．2，キャリア意識形成科目について　　　　　　　　　　4．2．2，作成目的：

　新潟大学では、「自律と創生」という大学の理念の　　　学生が自ら主体的に考え、その考えたことを伝え、

もと、平成19年度から本学における新しい学士課程教　　表現する能力（コミュニケーションカ、プレゼンテー

育への取り組みである「分野・水準表示法」の中に「キャ　　ション力等）等、キャリア意識向上につなげるために、

リア意識形成科目（コード74＞」を新設した。講義の　　「価値」や「仕事選びの基準」を記したカードをソー

一部を紹介すると、自己理解のメソッド「MBTI」　　トアウトし、絞り込んでいくカードソート（カード分

を活用することで自己肯定観を高め、人の多様性を理　　　類）法を活用し、学生自身の価値観を明確にする。

解した上で、自分自身のキャリア形成に対し、興味や　　　その後、グループワークで、自身の価値観について、

関心の動機についての「気づき」を得ることができる。　相互に紹介し合うことで、他人との違いの中で自分を

これら科目を受講することにより、単に進学・就職の　　深く認識することができる。一人だけでなく、カード

ことだけではなく、広い視野を持って自分自身のキャ　　ソート法をグループワークとして行うことで、グルー

リァ形成に興味、関心を持ち、大学生活や将来の目標　　プ中で相互に気づきを得るといった相乗効果（グルー

を持つ手がかりとすることができる。主体的に何をす　　プダイナミクス）があり、一層の自己理解、他者理解、

ればいいのか、自ら考え、行動することでこれからの　　相互理解に繋がる。

大学生活の充実を図ることができ、ひいては将来の

キャリァ形成に繋がることを期待している。　　　　　　4．2．3．使用方法：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最初に、カード全体の説明として、FREEカードに

4．カードソート法を活用したグループワーク実施　　記載しているトランプカードのマーク別の価値観区分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の説明を行う。FREEカードは、他のカードに記載さ

4．1．講義での具体的な事例報告　　　　　　　　　　　　　れていること以外に、その学生自身が明確な価値観を

　平成20年度授業改善プロジェクトで作成したカード　　持っている場合に使用させる。

式価値観認識ツールを使用したカードソート法の具体　　　具体的な使用方法としては、トランプカード52枚と

的な事例報告を行う。　　　　　　　　　　　　　　FREEカード2枚を使用して実施するか、または価値

　この報告は、平成20年度に新潟大学で開講した全学　　観区分別（マーク別1種類13枚）として、マーク1種

部1・2年生対象受講学生約40名の講義6クラスで実　　類の13枚、またはマーク2種類26枚で実施するかを決

施した事例である。　　　　　　　　　　　　　　　　　め、そのカードを手元に準備させる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「価値」や「仕事選びの基準」を記したカードの中

4．2．カード式価値観認識ツールの作成　　　　　　　　　から、より自分にしっくりくるカードの枚数（おおよ

　カード式価値観認識ツールは、学生が親しみやすい　　そ）を決めてソートアウトし、徐々に絞り込んでいき、

ようにトランプ形式とし、カードマークによって、価　　自身の価値観を明確にする。最後に残ったカードの関

値観、勤労観、生活観職場環境観を区分し、学生が、　係性を机上で形にさせるとさらに理解が深まる。その

それぞれの価値観基準を整理しやすいように作成した。　後、グループワークで、自身の価値観について、相互

に紹介し合い、選択カードの選んだ理由、共通点、相

違点を考えさせる。グループで同じカードを選んでい

る学生同士でも、その選択理由は違うことが多い。

　これ以外にも、カードの使用方法については、次の

活用方法がある。「下村ら（2005）によると、カード

式職業情報ツールの主な活用方法として、①自己活用、

②マンツーマン活用、③グループ活用がある。」

4．3．カードソート法の効果

　カードソート法の効果として、下村ら（2005）の論

文に紹介されている。「KeUy（1955）のパーソナルコ

ンストラクト理論によって、職業カードソート技法に

理論的根拠を与えた。Dolliver（1967）は、Kelly（1955）

の理論のうち次の点を重視する。①同じ状況でも様々
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な観点から捉えることができるが、②人は、その状況　　にどのような影響を及ぼすのかということについて、

の中から、その人にとって意味があるような物事に着　　一緒に理解を深めた。今後のグループ支援やキャリア

目することによって、③その状況の持つ意味を減らし　　教育の参考として、カードソート法のキャリア形成支

て、容易な状態で選択を行うとする。すなわち、物事　　援への活かし方等について確認した。

の捉え方にはいろいろな見方があるが、その人にとっ

簾膿薯難謹撫’誉畿　　翻騒雑捌瞭融
て、カードを1枚1枚選択する一しないと分類してい　　　　　　　．
く過程で、その個人が意味があると思っている事がら　　　鯵瓢離が愚禦ぶタル顯ブツ軸ウ磯撮導議

とそうでない事がらが明らかにできることとなる。　　　一ファシリテーターの役割と重襲姓一

カードの選択には個人の環境に対する意味づけが反映　　　　勤蜘糠榊駕　　　　　　　・

されるという理由づけがなされたことになる。」

　実際に講義の中で活用したところ、学生からは「ト

ランプの作業は、自分の価値観や大切にしていること

を見直すいい機会だったと思う。普段意識しないこと

を考えられて、家族や友人を大切にしたいという気持

ちを再認識した。」、「トランプを使って自分の考えて

今＠のm・羅段．祓掌生ウ》プと捜も辱嚢に犠る意規に轟畢澱亘の働蜜と．餓勲躰
勘7聾→奪碑載し欽解ら聖，レ7『トクの中簗齪摂麩燦毎鱒舟砦義解鞍魏メン静一癒蟹のよ
うな1彫曝を及灘のか七恥うこヒにウ恥宅．理醒竜鴛恥毒≧ピも鑑涛艇叛瓢寅橿へ総浄も
盲魔つい擦ぴ鍵す陰そ二て．傭，毒」睡ア纏一プ塾瞭蜘テ棚隆豪の’鱒磯曝毫簸紺奪篠紹奪し
1ζ．rずループ看ン舛テ十の投劉ヒ璽難劃こついて1与ササイπ壼交えて罐い莚箆錠簑す露

串調樹触藏．現趨r翠飛購薦翻力9醗1鯨群画V憩塒が薄鞍煽瓠の霧議を灘臓1
す験静臼ア・コンサルジぐンヴに餅ナる各躍鈍露蕊醜会鍵鑑斜覇⑰8承舶蟹・納繍渤u鎌
震儀離簸しτご短劉陰駕て辱、簑㌢霞

タ　の　　ニちレてむなき　らやなみキやリアがや　ニのゑねムゆお　ねズけみゆ

雲籍獄蟷霧霧捲銘編磯鷲雲禦灘薇募§驚躍弊鴇’

いることと相手が考えていることの違いを比べてみて、　、

改めてみんなそれぞれの考えを持っているんだなと感

じた。相手の考えから得られることもあったので、自

監日時ユ嬢罐2嚢辱2翔唾080匿｝13：3：ン騨絡：00働葺3：0σ～｝

｛鋼顎灘一ノ秘ンルーム　（8㎜
繊繊零ヤ塵倣擁・蟹フルホ肖ム謹当陵灘赴・盟ルーフ働各教馴騨軽

違っていて、物事の感じ方の違いを感じた。」、「自分　　㌦、璽lll縁0ゆ畷e甥暫蘭綴r殻：．　”》

分の視野を広げるために参考にしたいと思う。」、「ト　　∵く灘鰍
ランプの中から優先順位を決めて選ぶ時では自分と同　　蔦騨．1趨澱瑠繍：鳶癖壁吻燐

じような経験をしている人でも選ぶカードがぜんぜん　　　〃3→》』鱒糠35囎の潮『擁拗』麟凪、

の人生に必要なカードを選んだ時泊分と選んだか　噛＿瓢騨、購二　謬聯審猛鵡翻
ドとはみんな違っていた・この授業を通して・人の人　一・認鞭灘糀欝羅畜蜘曲』舳
生に必要なものは人それぞれであり、みんな一人ひと　　　箪　力寧姻康
り違うと改めて実感することができた。」、「大学生活

が始まってから価値観が少し変わったのをトランプ選　　5．2．実施後のアンケート結果

びで気づいた。」などの感想があり、自分自身の価値　　　セミナー実施後に参加者にアンケートを実施した結

観の振り返りだけではなく、価値観の多様性認識への　　果は次の通りで、参加者にとって非常に高い満足で

気づきもあったようである。　　　　　　　　　　　　　あった。

5．2．1．実施時間

5．「グループによる語り合い」を通じた

学生支援の担当者（教職員）セミナーの開催

5．1．セミナー実施概要

　グループワーク中心の授業実施及び周知のために、

学外から専門講獅「㈲キャリアスケープ・コンサルティ

ンク代表小野田博之先生」を招き、学生支援の担当者

（教職員）セミナーを平成21年2月10日にキャリアセン

ターと新潟大学全学教育機構学生支援部門との共催で

開催した。（講演レジメ・・資料1）

　セミナー受講対象者は、TA及びキャリアセンター

スタッフ、キャリア支援及び学生グループ支援に携わ

る教職員を対象とし、参加者数は31名（教員19名、職

員9名、その他学生等3名）であった。本セミナー概

要は、日頃学生とi接し、共に考える立場にある教職員

と実際のグループワークを体験しながら、グループ

ワークの中では何が起こるのか、それが参加メンバー

合計

編もっと短い方が良い鶏適当

灘もっと長い：がが良い澗未匡藝：答
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教員

墜もっと短い方が良い鷹適当

綴もっと長い方が．良い匿未回答

事務職員他
0％　　　　　　0％

編も・っと短い方が良い■適当

騰もっと長い方が良い墜未幽答

実施内容に対する満足度（具体的内容）

○教員

・「コンテントとプロセス」がわかりやすかった。

・グループワークの特性・配慮すべき点などがよくわ

　かった。

・実際にやって、実感できた。

・ファシリテーターの役割が具体的に理解できた。

・ジョ＝バリの窓、CANカード
・「内的キャリア」「コンテントとプロセス」

・すべて良かった。（カードソート法、教材）

・学生の本音、本心を引き出す上で参考になった。

・話した内容もわかりやすく、簡単な実質を通じてイ

　メージしやすかった。

・グループ実習

・新たな触れ合いの場が提供された。

○事務

・グループの種類やコンテントとプロセス等

・実際にカードを使用して話し合うことで、内容が良

　く理解できた。

・初めは「グループワーク」と聞いて正直戸惑ったが、

　参加してみたら楽しかった。

・話もわかりやすく、構造も理解できた。

・ダブルホームとは関係無いが、学生とのやりとりで

　も、貴重な話だった。

5．2．2　実施内容に対する満足度　　　　　　　　　　　　○その他

・％　合計　　。％

鋼大変良かった　鷹良かった　欝普通礁不満

纈大変良かった瞳良かった繍普通●不満

網大変良かった劇良かった麟普通墨不満

・ファシリテーターのあり方が多少なりとも分かった。

特にCANカードは期待し、使用してみたい。（自

分なりのファシリテーターのイメージは合ったが）

・グループの作り方（場の設定）の大切さ。

・プロセス（Here＆Now）の議題設定法にヒントを
得た。

・基本的なグループワークの事がわかって良かった。

・もう1クール、実習があると理解度が深まった。

5．2．3．今後のグループへの指導法として活用できるか

合計
0％4％

纏大いにできる，できる

畷できない　　髄わからない
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7％　教員

●大いにできる翻できる

蠣できない　　●わからない

事務職員他

ている。そうした中で、「自律と創生」という大学の

理念のもと、「社会、地域、家庭に貢献できる人財」

を育成するため、学生へのキャリア意識形成支援を行

うことが肝要である。「卒業後の人生を主体的に切り

拓いていく能力」を育み、「社会で通用する力」を身

につける体系的キャリア教育の推進を行う。

　キャリア形成を図るためには、「将来の自分自身の

ことについて主体的に自己決定する能力・態度」が必

要になる。キャリア教育の中で、総合大学である特色

を活かして、本プロジェクトのようなグループワーク

授業での他学部の学生とのディスカッションを通して、

学生間の価値観の違い等を認識し、自己理解、他者理

解、相互理解の促進にも繋げたい。

　今後、さらに学生のキャリア形成における効果的な

支援について検討したい。（平成21年12月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　⑪The　Myers－Briggs　Type　Indicator　and　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MBTI　are　registered　trademarks　of　the　Myers－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Briggs　Type　Indicator　Trust　in　United　States　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　other　countries．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　下村英雄他『職業カードソート技法とキャリアガ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イダンスーカード式職業情報ツールの開発一」12頁、

6．おわりに～今後の本学におけるキャリア教育　　　独立行政法人労働政策研究・研修機構、2005年4月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　下村英雄他『職業カードソート技法とキャリアガ

　平成20年度新潟大学「学習・教育研究フォーラム」　　　イダンスーカード式職業情報ツールの開発一』6頁、

が平成21年3月17日に開催され、本授業改善プロジェ　　　独立行政法人労働政策研究・研修機構、2005年4月

クトの報告を行った。

　昨今の社会経済、雇用環境の変化や価値観の多様化

等に伴い、学生の進路を巡る環境も大きく変化してき
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〈グループの鍛界〉
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