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
業展開の効果を広く周知するために「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
ナーを開催した。このグルーブワークの指導法を学ぶ

また、キャリアセンターでは、進路全般に関する相
談を随時受け付けており、いつでもスタッフが親身に
なって相談を受ける態勢をとっている。
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
ループワークの効果や必要性の理解促進を図った。

10月から一人ひとりに応じたきめ細かい支援として、
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
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
れの分野の専門性に応じた学生の自律支援を行う体制

3．新潟大学におけるキャリア教育
3．1．新潟大学キャリアセンターの取り組み
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
ターを設置した。従来からの手厚い就職支援（H20年
度支援行事約70件、参加学生延べ約13，950名、個別相
談件数約1，000件）に加え、4年間を通した総合的キャ
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平成21年12月現在、新潟大学キャリアセンターには
キャリアコンサルタント資格者6名、産業カウンセ
ラー資格者5名、実人数として資格取得者は7名在籍
している。その他にも、カウンセリング技能を修得す

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
ア形成支援をキャリアセンター全スタッフで共通認識
を持って支援サービス向上を図っている。
3．2，キャリア意識形成科目について

本価値観カードを新入生向け「CANガイド（Career
Action Note）」と並行して活用するために、「CAN
（Career

Action

Navigation）カード」と命名した。

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
もと、平成19年度から本学における新しい学士課程教

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

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

関心の動機についての「気づき」を得ることができる。
これら科目を受講することにより、単に進学・就職の
ことだけではなく、広い視野を持って自分自身のキャ
リァ形成に興味、関心を持ち、大学生活や将来の目標
を持つ手がかりとすることができる。主体的に何をす
ればいいのか、自ら考え、行動することでこれからの

その後、グループワークで、自身の価値観について、
相互に紹介し合うことで、他人との違いの中で自分を
深く認識することができる。一人だけでなく、カード

ソート法をグループワークとして行うことで、グルー
プ中で相互に気づきを得るといった相乗効果（グルー
プダイナミクス）があり、一層の自己理解、他者理解、
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．カードソート法を活用したグループワーク実施

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
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

平成20年度授業改善プロジェクトで作成したカード

式価値観認識ツールを使用したカードソート法の具体

的な事例報告を行う。

れていること以外に、その学生自身が明確な価値観を

持っている場合に使用させる。

具体的な使用方法としては、トランプカード52枚と

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。
4．2．カード式価値観認識ツールの作成
カード式価値観認識ツールは、学生が親しみやすい

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
から、より自分にしっくりくるカードの枚数（おおよ
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
の中から、その人にとって意味があるような物事に着
目することによって、③その状況の持つ意味を減らし
て、容易な状態で選択を行うとする。すなわち、物事
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

にどのような影響を及ぼすのかということについて、
一緒に理解を深めた。今後のグループ支援やキャリア
教育の参考として、カードソート法のキャリア形成支
援への活かし方等について確認した。

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
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じた。相手の考えから得られることもあったので、自

分の視野を広げるために参考にしたいと思う。」、「ト
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ランプの中から優先順位を決めて選ぶ時では自分と同
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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

合計

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

編もっと短い方が良い鶏適当

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
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灘もっと長い：がが良い澗未匡藝：答

実施内容に対する満足度（具体的内容）

教員

○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」

墜もっと短い方が良い鷹適当

・すべて良かった。（カードソート法、教材）

綴もっと長い方が．良い匿未回答

・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

事務職員他
0％

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。

0％

○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。

編も・っと短い方が良い■適当

・話もわかりやすく、構造も理解できた。

騰もっと長い方が良い墜未幽答

・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
・ファシリテーターのあり方が多少なりとも分かった。

・％

合計

。％

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。

鋼大変良かった

鷹良かった

欝普通礁不満

・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％

纈大変良かった瞳良かった繍普通●不満

纏大いにできる，できる

畷できない

網大変良かった劇良かった麟普通墨不満
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髄わからない

ている。そうした中で、「自律と創生」という大学の

7％

教員

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

●大いにできる翻できる

蠣できない

を活かして、本プロジェクトのようなグループワーク

●わからない

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

事務職員他

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

6．おわりに〜今後の本学におけるキャリア教育
平成20年度新潟大学「学習・教育研究フォーラム」
が平成21年3月17日に開催され、本授業改善プロジェ
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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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、
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
イダンスーカード式職業情報ツールの開発一』6頁、
独立行政法人労働政策研究・研修機構、2005年4月

資料1：講演レジメ
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牟炉リアスケーブ・霊ンサルチィング

弓薄田
雑ρ◎日事峯押」ア・羅ウンセ

購之

コミユ＝ケ

♪ンワ穏現蝋醒腰

E一

㊦

M方
メンバー鷺
ﾉ 溝

参圏むが薬遇劇巨圏を萄つτい己こと

㊧

撃！鵬E娼直のやりとウがあるここ

＠

そ為ら隊箏峯お罵簿種陶な慧のであ蚤こと

髄

オープン

てら轟る
糖定の繰総匹ついτの融繍龍無諏

〈グループの籍ちほ〉

繍曝〔蔑）グルーア

継れ醐

遷、また鴬

り

ｻす石
ク移一ブ匿ようて議駅、あるい

彫耀￡畷懸劔

Q畑

塑饗とされるオ紘聯門姓、ま麺鳳

ﾘ

某濤師闘心、凋懸、また漁鰹鑑

p舞の艦蓋づく

霞」、こζ創明樽されδ
遜窮、プライペ縣ト鎧塗壽轟、

?黹u蹴：留められ着
メンバーが治犠留雛に黙溝で毒
ﾘがどう瀞

饗醸際

驚）ジ昂一7によろ寵糧の鱒審職と霞轟陶な曜ケルー，か？

館互搾題庭灘して

Vヨン・バ

^構ン
グ謁一プの
萄4轟一プと瑚隣浄？

治叢磁 ｝グゐ一 欄
メンバー
人蝕＝一ズ
掴融巨㎜を鍾レて発踵すゐ

轍

堪と棚樽さ軌δ

「ラ｛べ扁トに選鵬れ蕊、籍樫、
ｷ無口毒一グン乱nされ惹

課逡解決轡獅凋を遵醸ずδなどの
Oル胴ブの尉頓が運蔑でき悠かむ

､が

⑪関¶の噛合は糞撰者とのやりとりを匙て寵毫週解を深めδ舐グループの

∫

ジーノ

ーク禰翼RL鳳h一ズ鷲1舶謹｝鴛筆癖が

麟催の働

場8は呂烈戯外の撃撰壕乏避頗てこの拝鴬を多麟劔に逸める罵ξガ廼き翁，

4｝鰍炉蟹融ケルー7噸劉凶

疋と：貫ていうならば1簿顧｝封A交購が一嘘の購であ己の蘭して、グルーフ

く自己理解

の場6臨複数の購紅嫉らして目脅を碍賜ヌ『6こζが可罷。
②

帽

醐キヤサア臼覚の澱ま灘》

【∬3挫峯とλ生と自a鷺軽
3

峨舜

撃加奮陽の相篁のやりζりを婁騰i5ことで、§分のコミュニケーシ翁ン上の
やー馨

讐事σ鞘懸幽一．」．．幽一

③

一人⑳葦嚇が→曜に複敏の人紅瑚箔することができる．

④

さら匿グループ伽髭熱匿が増すと讐凶餐が自ヨ…穂，e握的に遇動できδよ

⑤

ダ痔一プの中で黙ついたことを踏まえて、これ豪ではとらなかつた塘動・窩

6

､

寮やバターンの把罎こその顔葛に役荘つ．

義

態繊聾
錆奪

盤麟賃｛猷

うになり、ま症撃鵬繭士で帽豆に葦え8うこ￠がでε蚤ようrなる．

礁o質嘩鰹

〈コミユ；ケーシヨン〉

グループほr遵実誓露を鵬昌翼雌繋」

魯竜醸えてやってみて、その略蕪を鑑旛；ゐことが讐き轟．娩璽場瑚巳近い
ので離瞑撞葛麗尾しや冨し、

｝麟ρ
牌娯η瞬鴬／雰wア・鱒ン想撃ンヴ」

勲鷺繋嘱蕎．蜘懸｝よ㌘
α3w，

〈グループの鍛界〉

⑤

つてしまったり、曝含＝よってはマイナスの彫耀篭聾け益荷壇柱モ3あゐ．

λキル葎どが新にに蓑嫡奮に求められゐ．

逸め方虹6よ｛5ガ禮敬の鋭鰭のため匿ユケジュールを廉肇しなけ1剛

な

らない画湧た、厩期にわた己場呂嫉透中の参鵬め出λりといつ紀礎函を響
慮τ轟幽鷺惟や、場漸酬曝像竜ξのグルーフ博脅の紀幽匡が必璽となゐ，

・2・

摩∫ジョ鴇バリω露壱道しτ謝駆7」

2潤る・→聯く噂o滝弓／聯一●●ろ

⑨、人ずつ鱗墜￠チーマについで雌西髄の麟ンA一からフィ・一ドバッ飛もらい零1『．

構

艦翻糊で蒐畠りませ舷轄かd職臨鰍まと二め「じ儲卿し凌…船サゐのガ掻的で
熔あり馨せん．話して、フィードノ「凄ワ壷愚らう

・

自勲面ゆ塑〃セ欄薦馴頃騨閉トケ軸，フ．

③溺吻鮒人更獲亡は島繭スキ臥樋えばグルーフPのカセスの理扇配聯

嘔ヒで自難馴目喀態1酸め轟の帽唱的でずゆ

㊤掲ら轄隅は」人7脅くらい亙凱昏分照ぱなし、彌ゆの時賜で塗かの人からフィー絆バ砂

奄鰍｝想す

1騰髄9wうシ匪，ぬ駄描碧瞬
ンセリ

ン怯蟹轟冒ノ・毎うン肋ぢ引臓駐蹴膚軸τ

＠遇人が琶をする●盆が像陰され轟とは構らないので、団巳麹られ，に縄わ

④

P塾

層ししτ轟鎌欄肇購噛由uヒ、串

その人固青のべ榊スに臼わせることは轍しし、

勢㎜賦麹」参醗も躍rす．辮の鰻糠網豚守うt〈だ薮い，溝串

の儲議㎜せ晶
③糊犠賦鷺げできた人か5順餐馨決牒せ爆
⑭醜Aが藤撹裟で踏し蝿員たら、一人ずうフ4−『パ獅し套サ．フィードバゥク傭嘗5

糧腿廿ん．

8，

一32一

これか窮の学蟹のてがかりヒして
礎聞

9；oo

田目（6月，障）

2日麟く8跨呂旧，

①毒り1ン子一シ珊ン

⑪自a分術6（キヤ，アアシカ帯）

A白己分析1｛私は讐マ）

Jキャリン馴挽畢購嫉酎

く■噸娼》
●疇…蜘娼．L．

P．態繕「

難蟻纏τグルμブ画駿騰と方陵」｛編二不二曲譲｝臼本生産

鮫本茸Jo7象

kpリア，てなに？〈解緯〉

●恥r華只q騨r●「エンカウンタージルーゴ」｛直瓢種／島購賓子峡）鯖篇倣．糧70

↑2：00

暴象

昌食

●承鳥意一「麟己携虞と人闘組復カウンセ｛∫ンザ酵グルーゴ」弐臼索図犠．笛，3

粕：o￠

④臼己分辮2〔モティベーシ潮ン｝

⑫自己分旋7くここ濠「靹力雌粗）

0中野踏畿円一ケ油ヴ薪

Rコミュニケーションξ鉱

L自己分板8くね映い欝分｝

■中罫腰義『77シリテーション葦噺婁加轍の場づくり⑳搬」岩液寮店、2003

G自己分析3｛ライフライン分析｝

M臼己5｝癒9（キヤ，ア・パス｝

●繭山蝉人窯学茸心塑人潤学鱗喧修「フγ，リラーター・トレーニンケ匿a案勲促亨フンシリ

F臼己分癖4帽奮鱗姓）

Q垂とめの￠w

葉6．oo

タ食

18：00欝散予建

環緬：oo

②臼君分翫5（シσロー潮

職創遼①矯」燈鰻婁店、200で

ラ槻シ考ン《ωアプロ→畷博鐸艦充、石田裕久罎抄カニシサ出骸、200S
■爾山煙購大掌ム摺蟹藻騨陣縄「λ閑雛聾｝レーニンワ僧粘セ偉τ樹陰禽へ⑭λ期摩的アン醸
一チ2【樟弩鞭充唱1轟菖人劃｝ナカニシヤ出謹」奪92

H吟日姻磁題り

■欝廠一凄億鰍Φエス，』呂85ケル「ノ・

臣動驚窯糞」999

■廓罫匪縛匙明分僻碑残巴分鞘え轟㈱ウーウプウウ旧準驚箪惚禽、建oo6
0鴛罰尭ギ蘇難鶴蜘舳艦書舅．肇鯛ε
●マ…細r幽、臼．W．＆瓢僻慶、

F．「ケ，卜刃一ウλ門」葡村縢子糠鱒中喪鴇湿鳩縢．2

00s
o頓口瑠頬「峯撰キ輯ア・毒ウン蝉ンザ翔晦よ樗襯鶯蜜財イド騰巌姓趨離、19囎
◎頓山盤燃韓耗月P麟／キ》」ア・訪ンセリンヴ」勤賦橡描醸、2004

〈￠白響鮮補炉潮陰ワ伽7｝ζ麟鶴子蹉〉
鏑コ日飼
筆2韓麟

第3日魍
晒り麟、

一驚力

s蹴

←ソナ，引

ケ

一・

菊

一キやり附峰牲

・一

Q鴛於㍉難楢、

φ細弾ヴ皆ンニン夢
一分斬鞘桑の癒灘

一

キセ〜け咽娩

オリエンラー弱ン

oキ判ア㎜毒

午

啓臼己分斬匹
一バー轡齢・夢一タ

一満星麿

一ライフ・粥縛ラム

襲

一改勤醸寓戯
一中鋼嚇墜ア・パス

ヴウ兎ンヴラン
◇まとめ

ラィ7・ぢ押げ弘分魏

一不瀧・不象

一モチベ魂一

蜜

自己寧讐／愉較換／キヤ僻・埆ンセリ

得
ノ

臼
ドお

コ

らヤコ

i謹

捧22

−5

29−3麹

，

11睾
コ

騰
リ

へ

ハ

：業累
・実厳

卿如

喰場

、喪紅研修セン伽

1

α噛「A

邪射ザ羅m葦楽塞

リ

ヤ

ロハリわ

り

アレ

モ

コス董スタエア・蔭継窯勲ンター

嶺激

：

1

リ

ヂ

キ

1

コ

詳しくは岬◎石繍キ伊∬馬カウン1掌〃グ研究盒激一ムベーンで
｛畦い：／／www．叩o一卸o．

rg／｝

・暗・

一33一

写

一キ哺ア・3一ル

◇葭己タ揃1

