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１　はじめに

本学では主体的に考え、課題解決に向けて行動できる実践力と豊かなコミュニケーション能力
を備え、地域で活躍できる人材を育成することを目標にしている１）。そのため、カリキュラムポリ
シーにもあるように、「主体性・協働性」を培うために、「地域をフィールドとし、主体性や社会貢
献への意欲とともに、実践力を育む能動的な学修方法」１）を提供することが位置づけられている。
保健福祉学部では医療・福祉専門職としての実践力を実習で培っている。また、学生によるボラン
ティア活動も盛んで、多様な人々との交流を行い、「主体性・協働性」を学びとっている。大学生
が地域の中で活動を行い、またその中で学びを深めていくことは本学だけでなく、全国的にも行わ
れている。これは学生の学びだけでなく、地域に貢献するという側面もある２）。

本学は県立大学として地域課題の解決による地域産業の振興等への貢献を目的として、重点研究
事業として「地域課題解決研究」３）を行っている。地域から寄せられる課題を教員が研究として
取り組むものである。2016・2017年度に実施した世羅町西大田地区を対象として研究事業は多くの
学生に協力を得て進めることができた。

そこで、本稿では、地域課題解決研究の場での学生の協働の現状を明らかにし、「主体性・協働性」
を学ぶ機会となりえているかを学生による自己評価を通して検討し、今後の課題を考えていくもの
である。本研究事業は地域振興に関するものであり、保健福祉学部人間福祉学科の学生が参加した
が、医療・福祉の周辺領域での協働を検討する上でも意義がある。

2　地域課題解決研究の概要と学生の協働

１）地域課題解決研究の概要
本研究は本学の重点研究事業地域課題解決研究として、西大田自治振興連絡協議会から依頼を受

けて実施したものである。2016・2017年度は重点研究事業として実施し、2018年度は一般社団法人
中国建設弘済会から活動助成をうけて、実施している。

世羅町西大田地区は明治以来、町村合併や小中学校の廃校を経てきた。旧西大田小学校は西大田
自治センターとなり、西大田自治振興連絡協議会として９振興会（賀茂東・賀茂西・重永前・重永後・
青水・京丸・堀越・中原・田打）の自治活動を一体的に行っているのみである。世羅町全体として
行政サービスが行われる一方で、西大田地区は旧西大田村としてのアイデンティティや将来像を見
いだせない状況にある。この重点研究事業（以下、研究事業）は世羅町西大田地区にある地域遺産

「新四国八十八ヵ所」の掘り起こしを通して、西大田地区の抱える課題を共有し、新たなビジョン
づくりに役立て、西大田地区のまちづくりに確かな道筋をつけるものである。
「新四国八十八ヵ所」とは、1929（昭和４）年に旧西大田村在住の児玉教全氏が中心となり、住
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民らの有志（当日の各地区の名士ら）によってそれぞれの振興会に88体の石像を奉納安置したこと
による。これは、四国八十八カ所を模したお堂や石像群を配置し、遠く時間のかかる四国への信仰
を身近にし、ご利益も得られるとして当時全国の様々な地域でみられた現象である。西大田地区で
は、弘法大師像をはじめとして様々な石像が、９振興会にそれぞれ安置されている。

本研究事業では、当時製作された『西大田村　新四國八十八ヶ所巡拝案内圖』を元に調査を進め
た。84体の石像を把握することができ（4体は所在不明）、石像の台の正面部分には「第○番」、石
像の背中の部分には寄贈者の名前が彫られていることが確認された。また調査を実施したことによ
り、石像の安置状況が改善されたものも出てきており、住民の関心は高まりつつある。2018年度か
らは３カ年計画で石像安置90年記念事業を計画している。

２）研究調査での学生の協働
研究事業で実施している調査は表１に示す。参加学生は人間福祉学科の２〜４年生である。参加

体制について、人間福祉学科の必修科目「専門演習Ⅰ」（３年）で実施したのは石像現状把握調査
の1回、散策ルート検討ワークショップ３回である。その他は本研究費より交通費や賃金（賃金に
ついては一部の事業に支払っている）を支給して参加した。

石像現状把握調査は西大田地区の９振興会において同じ調査を実施した。教員2名が引率し、３
グループに分かれて調査を実施した（教員がいないグループが１つある）。88ヶ所それぞれの場所
には各振興会の住民が同行し、教員と学生の調査員は調査票に基づいて石像および周辺環境の記
録、石像の実測と写真撮影を行った。また、現地での調査を終えると、調査拠点（西大田自治セン
ター）にてデータ入力も実施している。石像現状把握調査の終盤には、調査に参加してくれた住民
らを招き、９振興会での石像の現状について学生が報告用データを作成し、報告を行った。石像現
状把握調査は上記の本調査に加え、事前調査および追加調査を実施しており、実施日数および学生
の参加延べ人数は最多である。

石像の活用を考える住民ワークショップは、石像現状把握調査の結果を住民に報告するととも
に、住民らが石像の活用方法と地域の課題についてワークショップ形式で考えていくものである。
学生は各グループに一人ずつ入り、ファシリテーターとなって４－５名の住民とともにテーマに
沿ってブレインストーミングを行う。最後に各グループの議論した内容を報告した。

散策ルート検討ワークショップは、各振興会の住民らに集まってもらい、ルートとマップに掲載
する内容を検討していくものである。１回のワークショップは３時間程度かかり、住民から意見を
収集し、付箋に記入、地図上にプロットする作業を学生らが行った。また、実際にルートを歩き、
時間の確認やアクセスのしやすさなどの確認を行っている。

散策ルート検討ワークショップは、2017年度に３振興会、2018年度に２振興会で実施している。
また、これに伴い作成されたウォーキングマップのお披露目もかねて、西大田地区内外から参加者
を募り、各石像の説明等を聞きながらウォーキングを行った。学生は実施時の記録を行うとともに、
スタンプラリーの補助を行っている。

これらの調査においては、その都度、西大田地区の現状および調査の概要と調査の方法について
の説明を行っている。
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3　学生によるフィールドワーク前後の自己評価の変化

１）調査の方法
人間福祉学科３年生で事業に参加した5名に質問紙を渡し、事業の参加前と参加後に評価を実施

した。事業は「専門演習Ⅰ」（必修）の授業の一環で実施した。質問紙調査の実施は参加前：2018
年６月21日、参加後：2018年７月５日である。

評価票は、保健福祉学部の地域活動の評価として作成されたものを使用した。医療・福祉専門職
として必要な力（多様性の理解、コミュニケーション力、主体性など）を、授業外の地域活動を通
して培えているかを10項目で自己評価するものである。

事業への参加状況は、2018年６月23日に５名（9-12時・重永前地区、13-16時・田打地区）、７月
４日に４名（13-16時・賀茂西地区）である。事業の内容は３地区とも「モデルルート検討ワーク
ショップ」である。地区内の石像群を歩くモデルルートを設定し、ウォーキングマップに掲載する

表1　調査の一覧と学生の協働状況（人数は延べ人数）

調査名 実施年度
日数

地域住民
参加者数

学生の
参加人数 学生の協働内容（※教員の役割）

石像現状把握調査 2016年度
5日

約60名
（9振興会）

2・3年
35名

学生調査員と住民が9振興会88ヶ所の現地を踏査。学生調
査員は、現状の設置場所・設置状況・寄贈者等を確認し、
調査票に記入。写真撮影。石像の実測。
※教員がグループに同行し調査の指導と実施

石像現状把握調査
報告会

2016年度
1日

約10名
（9振興会）

2・3年
7名

学生調査員が石像の現状をパワーポイントにまとめ、地
区ごと（9振興会）に調査結果を報告した。
※教員は発表についてアドバイス

石 像 の 活 用 を 
考える住民ワーク 
ショップ

2016年度
1日

27名
（9振興会）

3・4年
6名

学生が進行役となって7グループで地域の課題と石像の活
用の方法についてブレーンストーミングをおこなった。
※教員は全体の進行

散 策 ル ート検 討 
ワ ー ク ショッ プ

2017年度
3日

2018年度
2日

25名
（5振興会）

3・4年
16名

学生は住民からの話や意見等を記録し、地図上にプロッ
トする。必要に応じて住民に意見を求める。
散策ルートの一部を住民と一緒に歩き、石像へのアクセ
ス状況を確認し、調査票に記入した。
※教員が全体の進行

マップ お 披 露 目 
ウ ォ ー キ ン グ

2017年度
2日

65名
（2振興会）

3年
4名

学生は住民と共にウォーキングを行い、写真撮影等の記
録を行う。また、スタンプラリーの補助を行う。
※教員が全体の進行

散策ルート検討ワークショップ 石像現状把握調査報告会 石像現状把握調査

写真1　学生が調査に参加している様子
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内容（例えば、地区の歴史や昔話、子どもの頃の遊びや行事、目印になる樹木や美しい景観、危険
な場所等）を検討するものである。学生は参加住民の自由な発言を聞き取り、付箋にメモし、かつ
地図上にマッピングを行った。全体の進行は教員が行ったが、学生はメモ記入のために再度聞き直
すなど個々の住民への働きかけなども行っている。さらに、ワークショップ終了後は散策ルートを
住民と一緒に歩き、石像群へのアクセス状況を確認し、調査票に記入する作業も行った。学生には
あらかじめ本事業の概要を説明し、世羅町西大田地区の現状を理解する機会を持った。

２）調査結果
地域活動の自己評価の結果をそれぞれの項目において、「常にしている」〜「していない」の5件

法で評価をしている。それらを5-1ptに得点化して平均値を見ていく。
参加前の評価を見ていくと、「専門職に適切な心構えや態度を身につけようと努力している」が

3.2ptと最も高く、次いで「不確かな状況を言葉で確認するようにしている」「問題状況に敏感に気
づくようにしている」「自分の行動が正しかったかどうか、後で振り返って考えるようにしている」
がいずれも2.8ptである。一方で、得点が低い項目は「自分の判断が正しいかどうかについて理由
を言えるようにしている」（1.8pt）であった。

参加後の評価を見ていくと、「専門職に適切な心構えや態度を身につけようと努力している」が
4.4ptと最も高く、次いで「困難な状況において創造的な解決策を探るようにしている」4.0ptであ
る。一方で、得点が低い項目は「自分の判断が正しいかどうかについて理由を言えるようにしてい
る」3.0ptである。

参加前後での評価を比較すると、参加前の平均値は2.44、標準偏差は0.47で、参加後の平均値は
3.62、標準偏差は0.39となっており、平均値は参加後の方が高くなっており、また項目間の評価の
ばらつきが参加後の方で小さくなっていることが分かる。項目ごとの変化を見ていくと、評価が下
がった項目はない。「困難な状況において創造的な解決策を探るようにしている」が2.0pt上昇し、
最も評価が高まっている。次いで、「自分から行動を起こすようにしている」1.6pt、「多様な年齢、
疾患、障害のある人と話すようにしている」1.4ptである。評価の上昇が最も低い項目は0.8ptで、

「不確かな状況を言葉で確認するようにしている」「 問題状況に敏感に気づくようにしている」「自
分の行動が正しかったかどうか、後で振り返って考えるようにしている」「限定的な状況からニー
ズをくみ取るようにしている」の４項目であった。

３）考察
「専門職に適切な心構えや態度を身につけようと努力している」は参加前後でともに自己評価が

高いことから、学生らは常に専門職に適切な心構えや態度を身につけようと努力していることがわ
かる。社会福祉の専門職として、時にクラス運営や友人関係においても相手の立場に理解を示し、
行動しようとしている場面に出くわすことがあるように、学生は様々な場面において、社会福祉の
専門技術を援用し、身につけようと努力をしている。これは社会福祉士の倫理綱領４）にもある「専
門性の向上」（援助方法の改善と専門性の向上を図る）に即した行動である。

参加前には評価が低かったが、参加後に高まったこととしては、「多様な年齢、疾患、障害のあ
る人と話すようにしている」や「違う立場や意見の人と話すことで学修を進めている」である。社
会福祉の実習場面では施設や事業所の中で困難な課題を抱えた利用者と支援を行う専門職という限
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られた立場の人々に出会う機会が多い。また、アルバイトでは年代等は多様であるが、客とのかか
わりは少ない。そうした中で、地域住民を対象とした活動に参加し、聞き取りをしながら形にして
いく作業は、学生の意見にもあるように、「普段あまりかかわる機会がない年代の方」と話す機会
を提供し、「目標に向けて多様な年齢、意見をもつ人と協力しながら」物事を進めていく力を養成
できることが分かる。社会福祉現場のコミュニティソーシャルワークの場面において特に求められ
る技能である。

また、「困難な状況において創造的な解決策を探るようにしている」や「自分から行動を起こす
ようにしている」も参加後の自己評価が高くなっている。学生は3振興会での「モデルルート検討
ワークショップ」に参加し同じ作業内容を行ったが、住民の参加人数だけでなく、集まった人々の

図1　参加前後の学生の評価と意見（n＝5）

・目標に向けて多様な年齢、意見をもつ人と協力しながらフィールドワークを進め
られた。

・普段あまりかかわる機会がない年代の方と話して、昔の人たちの暮らしについて
知ることができた。

・話しを聞きながら簡潔にメモを取ることができた。世羅郡の特色を知ることがで 
きた。

・フィールドワークを通して、「この道や土地はこんな歴史があったんだな」と考
えながら地域の方とお話することができるようになった。

・周りの状況をよく見て、どのような課題があるか考えようとするようになった。
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ワークショップに対する思い（意欲や地区への愛着など）は異なっており、単純に作業は進まな
かった。進行役の教員が何度も軌道修正をしながら進め、学生は必要に応じて個別に話を聞き取っ
ていた。複数回行ったことを通して、同じような組織作りや慣習に出くわすこともあり、地域への
理解は深まっていく一方で、住民への対応は異なっていた。「周りの状況をよく見て、どのような
課題があるか考えようとするようになった」とあるように、その場その場に対応する力、その人そ
の人に適応する個別化の力が培われたと考えられる。

参加前の評価が最も低かった「自分の判断が正しいかどうかについて理由を言えるようにしてい
る」は参加後に評価が上がっている。ワークショップの中で住民の意見を付箋に記入する作業で
は、「話しを聞きながら簡潔にメモを取ることができた」とあるように、わかりやすく、簡潔に記
入する作業を通してその重要性を学んでいる。学生らは普段演習授業などで付箋を活用したグルー
プワークを行うことがあるが、研究事業に参加しウォーキングマップに活用される作業であるとい
う責任感がより意識的に取り組むことにつながったのではないかと考えられる。

4　地域課題解決研究での学生との協働について今後の課題

地域課題解決研究での学生との協働の内容は多岐に渡っている。実際に参加してくれた学生は限
られた人数であったが、自己評価を見ると専門的な技術や態度を身につけようとする姿勢が学生に
は備わっていることが分かった。また、社会福祉現場のコミュニティソーシャルワークの場面にお
いて求められる多様な人々と協働する力やその場その場での対応力、大勢の人をひとくくりにしな
い個別化の意識、そして簡潔に記録する力が養成されたことがわかった。社会福祉の現場実習だけ
では培えない力を地域課題解決研究への協働で養成できることが分かった。特に責任感が発生する
ことがより効果を高めていると考えられる。本研究事業は医療・福祉の専門領域からは少しはずれ、
周辺領域といえる内容である。しかし、実施される作業はコミュニティソーシャルワークでの活動
と同様の手法も含まれており、地域課題解決研究においても社会福祉専門職としての力を養成する
ことが可能といえる。本稿では授業外での参加者は自己評価をしていない。授業時と同様の効果が
見られるかどうかは検証していく必要がある。

本研究事業としては学生の手を借りなければ現実的に実施できないことから、授業を通して協働
する機会を設けた。授業は「専門演習Ⅰ」（卒業研究の前段階のゼミ形式演習）を活用し地域の課
題を理解することを目的にプログラムに入れたが、授業の特性上設定できた活動である。しかし、
実際の活動は時間割上の時間では実施できず、学生の空きコマで地元との調整を行い、実施した。
こうした地域活動を実施しやすい授業や時間割の設定が求められる。また、それらの学生は広く学
科内に募集したが、興味関心を持った学生が参加してくれた。彼らと協働できたのは交通費や賃金
だけでなく、地域活動への傷害保険等の待遇面においても配慮ができたためである。研究助成があ
るから実施できたのである。このように、学生が地域課題に協働して取り組むためには時間と費用
が必要になってくる。こうした基盤を整え、地域貢献を行う必要がある。

学生らの協働は地域の中で大変喜ばれた。調査終了後に、男性を中心とした料理教室の参加者が
手作りした料理で懇親会を開いてくださり、調査以外でも交流をもつことができた。学生にとって
は地域の人と自然に接する機会ができただけでなく、地域住民に喜ばれることで達成感を味わうこ
とができた。今回、研究事業、授業、地域貢献と多様な目的を一度に達成する方法を取ることがで
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きたが、やはり学生には安全と主体的な学びの提供を、地域には誠実な対応を意識し、プログラム
を組んでいく必要がある。

最後に、本研究は2016・2017年度に県立広島大学重点研究事業地域課題解決研究の助成を受けて
実施しました。本研究において協働した教員及び学生、そして地域住民の方々に感謝いたします。
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