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卒業論文要旨 
 情報システムの成長に伴って、IT による新たな価値創造や競争力の強化への期待が高ま

り、今や IT は企業の骨格を成すのに必要不可欠なものとなっている。また、近年では IoT

や AI といった新たな新事業への注目が高まり、それに伴い、高度 IT 人材が更に強く求め

られるようになった。高度 IT人材においては、IT技術といった専門的な能力以上に、コミ

ュニケーション能力等の汎用的な能力も期待されている。汎用的能力の枠組みの一つとし

てコンピテンシがあげられる。静岡大学情報学部には、グループ演習形式の授業が設置され

ており、そこでもコンピテンシの育成が期待されている。しかし、その機会があるにも関わ

らず、コンピテンシの評価やフィードバックが十分に行われているわけではない。そこで、

本研究ではグループ演習において、PISA CPSスキルズフレームワークを利用してコンピテ

ンシを評価し、その評価と過去の学生のレポートに基づくフィードバックを行い、学生のコ

ンピテンシ向上を試みた。 

 コンピテンシ評価は、学生の提出物である学習ジャーナルというレポートの記述につ

いて、「学習目標設定」「学習実績」の観点からそれぞれに関する文章を分析して、コン

ピテンシが発揮されたと想定された場合に、コンピテンシポイントを付与した。この評

価は、対象の授業で 2回実施した。その結果に対して、各々の役割タイプとコンピテンシ

ポイントを考慮したうえで、過去の学生のレポート記述を引用したフィードバックを行っ

た。個人の役割タイプは、コンピテンシ評価の対象授業の前に、同様の演習授業で調査した。

この調査は、自分自身を含むグループメンバーについて、グループ内での行動が、リーダー、

実務エキスパート、調整役、作業者、フリーライダーのどの役割タイプと一致するかを選択

するものである。今回本研究で利用した役割タイプは個人の性質に拠ったもので、肩書

きとしての役割ではなく、行動タイプに近いものである。 

 コンピテンシ評価の結果として、リーダーは早い段階から高いコンピテンシを発揮で

きるが、伸びが緩やかであるため、複数のフィードバックと長い期間を要することが明

らかになった。実務エキスパートは、リーダーと同様、早い段階から高いコンピテンシ

を発揮できるが、フィードバックの影響をあまり受けないことが明らかになった。調整

役は、順調にコンピテンシを育成でき、フィードバックに対しては、短所を受け入れや

すい傾向にあることが明らかになった。作業者は、最もフィードバックの影響を受けや

すく、フィードバックが最も有効的であることが明らかになった。 

 更に、学生によるアンケートから、フィードバックに対して良い評価を得ることがで

きた。フィードバックは、学生に自分の行動を振り返る機会となっており、それはコン

ピテンシ向上の第一歩に繋がっていると考えられる。今回はフィードバックを 1回した

前後の変化しか見られなかったが、更に長い期間をかけてフィードバックと演習を何度

も繰り返すことで、より細かい分析が可能になると考えられる。 
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第1章 序論 

1.1 研究の背景 

 急速な情報システムの成長に伴って、IT による新たな価値創造や競争力の強化への期待

が高まっている。そして高度 IT人材においては、IT技術といった専門的な能力以上に、コ

ミュニケーション能力等の汎用的な能力も期待されている。汎用的能力の枠組みの一つと

してコンピテンシがあげられる。 

 コンピテンシが、PISA 2015で実施された協調問題解決や、iコンピテンシディクショナ

リ、社会人基礎力などに取り上げられ、注目を集める一方、この目に見えない部分の測定の

難しさ、向上の過程の未判明が現状の問題となっている。静岡大学情報学部にはグループ演

習形式の授業が複数設置されており、その中で、学生のコンピテンシの向上が期待されてい

る。しかしこれまでの研究では、コンピテンシ評価を実施してきたが、それを基にした学生

へのフォローやフィードバックはされなかった。今回は、本研究 5年目ということもあり、

過去の学生のレポート、コンピテンシ評価を基にしたフィードバックの方法を確立し、学生

のコンピテンシ向上を試みる。 

1.2 研究の目的 

これらの背景を踏まえて、本研究では、情報系学科の大学の授業において、学生のコンピテ

ンシ向上を促すことを目的とする。従来までは学習ジャーナルというレポートを用いて

Plan(目標設定)、Do(活動体験)、Check(達成評価)の3ステップで完了していたが、ここにフ

ィードバックを返すことで、新たにAction(分析・対策)のステップを追加し、コンピテンシ

評価を実施、役割ごとコンピテンシレベルごとの傾向を明らかにする。また、学生に対して

分析・対策に有用となる情報提供の強化がどの程度可能であるかも探求していく。 

 

1.3 論文の構成 

本論文は7章で構成される。 

第1章では、本研究の背景と目的、本論文の構成を示す。 

第2章では、IT人材の現状とコンピテンシの定義を示す。また、コンピテンシに関する先

行研究を示す。 

第3章では、本研究におけるコンピテンシを定義し、本研究で注目したグループワークで

の役割を示す。コンピテンシを解明するために利用する行動キーワードを定義する。 

第4章では、過去のレポート文例を引用したフィードバック文章作成方法を示す。 

第5章では、学生のコンピテンシ向上のために実施した実験方法を示す。 

第6章では、実験結果と役割ごとの特徴の考察、フィードバック評価のアンケートの結果
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を示す。 

第 7章では、本研究の結論と今後の課題を示す。 
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第2章 IT人材とコンピテンシ 

2.1 IT人材の現状 

2.1.1 ITへの期待 

 現在の社会では、情報システムの成長に伴い、ITへの期待が高まっている。ま

た、近年では更にIoT（Internet of things）やAI（Artificial Intelligence）の活用

が注目を集めるようになった。ITは、通信分野以外の各産業分野においても、今や必要不

可欠となり、今後も国内IT市場は拡大すると見込まれている。(図1) 

 

図 1 国内 IT 市場 支出額予測 2016 年～2021 年 

出典：参考文献[Ⅺ] IDC Japan 株式会社「国内 IT サービス市場 支出額予測」 

 

2.1.2 IT 人材の不足 

 新たな価値の創出や、競争力の強化を期待されている一方、IT人材の不足が問題となっ

ている。2016年6月の調査の地点で、IT人材数は現在91.9万人に対し、17.1万人不足して

いるという結果がある。またそれは人口減少、ITの需要拡大によりよりIT人材の需要と供

給のギャップはさらに拡大すると予測されている。さらにIT市場が高率で成長した場合、

2030年には、不足数が78.9万人に上ると予測されている。 

 この分析より、IT人材の需要に対して供給が間に合っていないことが分かる。(図2) 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/060201576/
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図 2 IT 人材の需給に関する推計 2016 年 6 月 10 日調査 

出典：参考文献[Ⅻ]経済産業省  

 

2.1.3 人材確保の問題点 

 基本的にIT人材が不足しているという状況下では、IT企業による採用競争は厳しく、人

材の確保は困難となっている。そのため、直接的な人材確保以外に、プロセス改善やツー

ル活用等による生産性向上がIT 人材不足の対応策として取組まれていることが分かる。

(図3) 

 
図 3 IT 企業が実施している人材不足に対する取り組み 

出典：参考文献[Ⅰ]IPA「IT 人材白書 2015」 
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人材確保の方法として、女性活用、シニアIT人材の活用、国籍IT人材活用の拡大が期待さ

れる一方、その割合は低くなっている。その理由としては、マネジメントの難しさ、コミ

ュニケーション能力の低さ等が上げられる。(図4)

 

図 4 多様な IT 人材の活用における課題 (2015 年 7 月） 

出典：参考文献［XⅢ］経済産業省「IT 人材需給に関する WEB アンケート調査結果」 

 

 しかし、労働人口減少傾向の中では、新卒や中途採用の拡大のみでは量的確保を解消し

ていくことはできない。そのため、人材確保の方法として、前述のマネジメントの課題へ

の取り組みも必要となる。 

 

2.1.4 IT人材に求められる能力 

 IPAが提供する「i コンピテンシ ディクショナリ」において、この12のスキル項目が

「ITヒューマンスキル」として定義されており、まさにここに挙げられているスキルこそ
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高度IT人材に求められるスキルということになる。(図5) 

出典：参考文献[XⅣ] IPA I コンピテンシディクショナリ 

2.2 コンピテンシの定義 

コンピテンシ(Competency)とは、確立された定義はないものの、社会や組織の目標に適合

する方向でスキルを発揮させる人間特性をさす。コンピテンシの概念モデルである氷山モ

デルによると人の能力は氷山のようなもので、表面から見える知識やスキルのほかに、水

面下(つまり目には見えない部分)に需要である行動や思考、価値観など性格的な特性の部

分があるということである。(図6) 

 

 

図 6 氷山モデル ヘイ・コンサルティンググループ編「正しいコンピテンシーの使い

方」PHP 研究所より作成 

 

 その目には見えない部分は非能力的コンピテンシを示す。非能力的コンピテンシは、行

動特性（対人関係力、自己表現力、共感力など）と心理特性（自己認識力、ストレス強制

など）からなる。本研究においては、非能力的コンピテンシの中の行動特性をコンピテン

シと定義する。  

 

図 5 求められる IT 人材像 
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2.3 コンピテンシへの注目 

 コンピテンシは、IT企業からだけでなく教育機関からも注目を集めている。経済協力開

発機構（OECD）によるPISAである。PISAは、学習到達度に関する国際的な調査であり、15

歳児を対象に、読解力、数学的リテラシー、科学的思考力リテラシーでの学習到達度問題

を実施する。[Ⅳ]（PISA：Programmefor International Student Assessment） 

2015年に実施されたPISAでは、協議問題解決能力も調査された。この調査は協調問題解決

における行動を評価するため、コンピテンシのひとつである。PISA 2015のCPSスキルズフ

レームワークを図７に示す。 

 

 
図 7 PISA 2015PISA 2015 DRAFT COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING 

FRAMEWORK 参考文献[Ⅳ] 

 

このフレームワークをCPSフレームワークとする。このフレームワークは、3つの軸と4つ

の成熟段階で構成される。 

【軸】 

（1）Establishing and maintaining shared understanding【共通理解の構築・維持】 

（2）Taking appropriate action to solve the problem【問題解決への適切な行動】 

（3）Establishing and maintaining team organisation【チーム組織の構築と維持】 

【成熟段階】 

（A）Exploring and Understanding【探索と理解】 

（B）Representing and Formulating【表象と定式化】 

（C）Planning and Executing【計画と実行】 
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（D）Monitoring and Reflecting【観察と省察】 

 

2.4 先行研究 

2.4.1 静岡大学でのコンピテンシ評価 

 CPSフレームワークを用いたコンピテンシ評価に、静岡大学の長谷川（2013）、吉川

（2014）、佐藤（2015）、小崎(2016)による報告がある。静岡大学情報学部の演習形式の科

目においてコンピテンシ評価を実施した。 

 長谷川（2013）は、リーダーのコンピテンシ向上の傾向に加えて、コンピテンシ評価と

満足度調査の関係を報告している。この論文によると、リーダーはコンピテンシの発揮が

多くみられた。またリーダー候補が多いグループは、コンピテンシの持続的な発揮、成長

が観測された。さらに、コンピテンシ評価を満足度調査で代替できる可能性を示唆した。

[Ⅴ] 

 吉川（2014）はグループの役割とコンピテンシ向上の関係を報告している。以下でもち

いる役割は表２で述べる。リーダーは成長率が最も高いが評価、検証力の強化が課題とな

り実務エキスパートはモチベーションの維持が課題となる。調整役は演習を通して堅調な

コンピテンシ育成ができているが課題に対する取り組み方のポイントが弱く指導が必要で

ある作業者とフリーライダーは目標どおりのコンピテンシ育成ができておらず、共通理解

やチーム組織構築・維持に対する能力が低く、この分野の強化が求められると述べた。

[Ⅵ] 

 佐藤（2015）はコンピテンシ評価からコンピテンシ向上の改善策を提案している。リー

ダーと実務エキスパートは安定したコンピテンシを発揮し、調整役は堅調なコンピテンシ

の育成ができる。作業者、フリーライダーは出足のフォローが必要であると報告してい

る。[Ⅶ] 

 小崎（2016）は、2つの科目にわたる役割ごとのコンピテンシ向上の関係を報告してい

る。リーダーは安定してコンピテンシを発揮し、実務エキスパートは、グループを俯瞰し

て、円滑に活動が進むよう作用している。調整役はグループで協力して活動しようと作用

するが、問題解決への適切な行動が少なく対策が必要で、作業者・フリーライダーは、共

通理解の構築・維持が高いが、問題解決への適切な行動が弱く、グループに溶け込めてい

ない可能性がある。その点を解消できれば、グループで戦力になる可能性を秘めていると

述べた。また、2つの科目については、グループの編成の仕方に違いがあるため、相関が

現れなかったと報告している。[Ⅷ] 

 本研究は、長谷川、吉川、佐藤、小崎の方法に従ってコンピテンシを評価した。表   

に和訳したCPSフレームワークを示す。 
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表 1 CPS フレームワーク(和訳) 出典：参考文献[Ⅴ]長谷川(2013) 

 

 

2.4.2 中央大学「知性×行動特性」学修プログラム 

 中央大学では、社会的・職業的自立を図るために必要な能力を「知性」×「行動特性」

と定義している。知性とは専門的知識・技術であり、学業成績のGPAで評価する。行動特

性は、コンピテンシである。このプログラムでは、コンピテンシを社会で活躍している

人々に共通してみられる行動、態度、思考などの傾向や特徴としている。コンピテンシ評

価指標として、コミュニケーション力、問題解決力など7カテゴリー31キーワードが設定

されている。 

 授業や課外活動でコンピテンシを高めるために、学生が、目標を立て、活動計画を設定

し、取り組みを記録し、コンピテンシの自己評価を行う。このPDCAサイクルを繰り返すた

めの支援が大学によってされる。[Ⅸ] 

 

2.4.3 愛媛大学「愛大学生コンピテンシ」 

 愛媛大学では、コンピテンシを、高い成果を生み出せる人が持っている行動特性と捉え

ている。それを踏まえて、愛大学生コンピテンシを、学生が卒業時に身に付けていること

が期待される能力と定義している。愛大学生コンピテンシは、多様な人とコミュニケーシ

ョンする能力など5つの能力と12の具体的な力が設定されている。 

 これらの能力を高めるために、愛大学生コンピテンシは、大学教育の戦略策定や学生支

援活動の指針として位置づけられている。[Ⅹ] 
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2.4.4 i コンピテンシディクショナリ 

 iコンピテンシディクショナリとは、企業においてITを利活用するビジネスに求められ

る業務（タスク）と、それを支えるIT人材の能力や素養（スキル）を、「タスクディクシ

ョナリ」「スキルディクショナリ」として体系化したものである。 

 企業などの組織が人材育成において把握したいのは、業務の実行能力がどのような状態

であり、どのように変化したかである。iコンピテンシディクショナリでは、組織ごとに

必要な業務を、タスクディクショナリに記載されているタスク一覧から選択して定義す

る。それらのタスク対し、実行の度合いをレベル診断することで、個人の業務の実行状況

が見える化できる。これを材料とすることで、業務の現状と将来の方向性を確認すること

ができる。 

 スキルディクショナリは、タスクを支える能力が整理されており、タスクを実行するた

めに必要な能力を知ることができる。不足しているスキルを明確にすることができる。

[XV] 

 

2.4.5 プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー® コンピテンシーテスト 

 プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー® コンピテンシーテストは、「プロフェ

ッショナル・キャリア・カウンセラー®実務能力評価研究所」で作られた、自らの実践力

を強み・弱みを認識するためのテストである。 

 プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー® コンピテンシーテストでは、人材コー

ディネーターの行動特性を、1.カウンセリング、2.コンサルティング、3.対応力、4.情報

活用力、5.営業力、6.紹介力、7.法令知識、8.業務処理能力の8つの大項目に分類してお

り、さらに、それぞれの項目の構成要素として5つの小分類に分類し、おのおのについて

「高業績を上げている優秀な人材コーディネーター」が有する行動特性を200の設問形式

にしてある。 

 テストの結果として、各々の実力を把握した診断結果と、学習目標を提供してくれるた

め、キャリアアップを図るのに適したテストとなっている。[XVI] 
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第3章 コンピテンシと役割タイプの定義 

3.1 本研究でのコンピテンシの定義 

 本研究でのコンピテンシは、2.2で示した通り、非能力的コンピテンシの行動特性のこ

とを言う。本研究では、静岡大学情報学部の情報システムプログラムで開講されている2

年後期の必修科目「Webシステム設計演習」において、先行研究で述べた長谷川が定義し

たCPSフレームワークを利用してコンピテンシ評価をする。この講義では書店の業務シス

テムを1グループ4～5人で企画・設計をする。グループで行う演習であるため、今回利用

する協調問題解決のためのCPSフレームワークが最適だと考えられる。 

 

3.2 コンピテンシ評価手順 

 本研究では、Webシステム設計演習において、受講生が提出した学習ジャーナルという

レポートの記述を、CPSフレームワークに当てはめてコンピテンシを評価する。学生はレ

ポートに演習での行動の振り返りを記述する。この行動に基づいた記述を、CPSフレーム

ワークの3軸4成熟段階からなる12項目に対応づける。 

 

3.3 行動キーワード集 

 学習ジャーナルの記述でCPSフレームワークに当てはまった記述を、「行動キーワー

ド」と定義する。この記述の収集・蓄積によって、CPSフレームワークの各項目に当ては

まる行動キーワードが明らかになる。その結果、レポートの記述と行動キーワード集を照

らし合わせることでの、コンピテンシ評価が可能になり、行動キーワード集の充実に伴っ

てコンピテンシ評価がしやすくなると期待される。 

図 8 コンピテンシ評価手順 
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3.4 役割タイプの定義 

 本研究では、3.2のコンピテンシ評価を採用する。そして、役割タイプに注目してコン

ピテンシ分析をする。役割ごとにコンピテンシを分析する。役割はリーダー、実務エキス

パート、調整役、作業者、フリーライダーの5つである。（表2） 

 

 

3.5 発言タイプの定義 

 発言タイプは、検証家、直感派、批判家、オプティミスト、発想家、オーガナイザーの

６つである。（表３） 

表 3 発言タイプ一覧 

 

 

3.6 役割タイプと発言タイプの調査方法 

3.6.1 役割タイプと発言タイプを調査する講義 

 役割タイプに注目してコンピテンシ評価をするために、コンピテンシ対象者の役割タイ

プをあらかじめ調査する。役割タイプの調査は、静岡大学情報学部行動情報学科で開講さ

れている2年前期の必修科目「情報システム基礎演習」で行う。この講義では、履修者は

自由に4人程度のグループを組み情報システムを企画する。情報システムを構築するため

のオブジェクト指向に基づくビジネスモデリングとデータ設計を学ぶ。 

この講義で役割タイプを調査するために「役割タイプアンケート」と「発言タイプアンケ

ート」を行う。このアンケートは回答者自身と回答者以外のグループメンバーについて、

演習内での行動が、上の表のどの役割タイプに当てはまるかとその理由を回答するもので

リーダー 全体方針・計画に基づき進捗をチェックしメンバーに作業を指示した。

実務エキスパート専門的なタスクを専従担当した。

調整役 メンバーの意見を調整し、グループ活動が円滑に進むよう采配をふるった。

作業者 作業の一部を担当したのみで作業や議論に対して、あまり積極敵に参加しなかった。

フリーライダー 作業や議論にほとんど関与しなかった。

その他 上記の５つに当てはまらない。

表 2 役割タイプ一覧 
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ある。この授業の履修者は、後期でコンピテンシ評価を実施する「Webシステム設計演

習」を履修する。そのため、「情報システム基礎演習」で調査した役割を基に、「Webシス

テム設計演習」のグループ編成を担当教員と相談して決定する。 

 

 

 

3.6.2 役割/発言タイプアンケートの評価 

 役割/発言タイプアンケートには、評価対象者に対して、評価対象者自身の自己評価

と、評価対象者以外のグループメンバーからの他者評価が存在する。また、役割/発言タ

イプアンケートは、複数人が同じ役割を担っていた、1人が複数の役割を担っていたとの

回答をして良いこととした。 

 そのため、評価対象者が、グループ全員から見てどの程度役割/発言タイプと一致して

いるかという指標である「役割/発言タイプ一致度」を求める。役割/発言タイプ一致度を

全ての役割/発言について求め、役割/発言タイプ一致度が最も高い役割を、評価対象者の

役割/発言タイプとした。なお、役割/発言タイプ一致度が複数の役割/発言タイプで等し

い場合、評価対象者が自覚していた役割タイプとするため、評価対象者の自己評価に1.5

の重みをつけた。 

 

【定義】 

V：ある役割/発言タイプの「役割/発言タイプ一致度」 

N：グループのメンバー数 

L：評価対象者 

図 9 本研究全体の流れ 
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n(L)：「Lがある役割と一致している」とグループメンバーから集めた回答の数 

s(L)：「Lがある役割と一致している」と回答した数 

【役割/発言タイプ一致度の求め方】 

V =
n(L) + s(L) × 1.5

𝑁 + 1
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第 4 章 フィードバック文章作成方式 

4.1 経験学習サイクルと PDCAサイクル 

 コンピテンシや知識を、体験を通じて獲得する過程に関してはデービッド・コルブのモ

デルが知られている。人は実際の経験をもとに、その行動を振り返ることで深く学ぶこと

ができるという考え方を人材育成の領域で「経験学習」と呼ぶ。デービッド・コルブはこ

うした学びを、「経験→省察→概念化→実践」という４段階の学習サイクルから成る「経

験学習モデル」理論として提唱している。 

 

図 10 コルブの経験学習モデル 

 

 しかし、今回は、コンピテンシの向上に対して事業活動の改善と同様にPDCAサイクルが

適用可能と考えた。つまり、コンピテンシ向上への目標を定め(P)、実践的演習を体験し

(D)、達成度を評価し(C)、達成度評価をもとに自らの行動を分析し対策を練る(A)という

サイクルの実現により演習におけるコンピテンシ向上が図れると考えた。 



21 

 

 従来までは学習ジャーナルというレポートを用いてPlan、Do、Checkの3ステップで完了

していたが、ここにフィードバックを返すことで、新たにActionのステップを追加し、学

生の連続した成長が期待できる。 

4.2 本研究における全体システムの構成 

 本研究では、「Web システム設計演習」における学生の学習ジャーナルに対する、フィー

ドバック文章を半自動的に生成し、実際の演習科目に適用して有効性を評価する。それを実

現するために、過去の学生の学習ジャーナルの文例とコンピテンシの計測値、学生の履歴・

達成レベルなどとそれらの関係を格納したコンピテンシ育成知識ベースを用意する。 

 また、今回のフィードバックは教員からのフィードバックという形式で行なう。フィード

バックは学生のコンピテンシ向上への意識を高めるものとして有効と考えられるが、学生

一人ひとりに対してフィードバック文章を記述していくのはフィードバックを作成者の負

荷が大きく困難である。またフィードバック作成者の独自の考えが強く出ると、学生が圧力

を感じてしまい柔軟な対策立案を妨げてしまう危険性がある。 

 そこで、本研究では、知識ベースに格納したレポート群からその学生が接すると良いと思

われる過去の学生の学習ジャーナルの文章を検索し、そのレポートの文章を引用する形で

今後目指す姿の一つを示唆するフィードバック文章を生成する。これにより、多数の学生の

体験や考察の情報を含めて迅速に提供することが可能となり、また学生がフィードバック

作成者からの指示という圧力を緩和してフィードバックを受け取ることが可能となると期

待される。フィードバック文章作成の全体システムの構成を図 12 に示す。 

図 11 演習における PDCA サイクル 
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4.3.過去の学生のレポート分析 

4.3.1 コンピテンシレベル分類 

 CPSフレームワークの縦軸に当たる、共通理解の構築維持、問題解決への適切な行動、

チーム組織の構築･維持の3つに分類をして、コンピテンシポイントに基づいてそれぞれレ

ベル分けをした。過去のコンピテンシポイントにおいて2015年のデータが、外れ値がな

く、最も平均的な値を取っていたため、2015年のデータを基準にし、レベル分けをした。

学習ジャーナルへの記述が全くない0ポイントをとても低いと定め、その他は、各項目ご

とに最も高いコンピテンシポイントを4分割してレベルを分けた。(図13) 

図 12 本研究におけるフィードバック文章作成の全体構成 
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4.3.2 過去の学生のレポートのワード集作成 

  CPSフレームワークの縦軸に当たる、共通理解の構築維持、問題解決への適切な行動、

チーム組織の構築･維持の3つに分類の中でも過去の学生の記述をコンピテンシレベル別、

内容別に分け、フィードバックワード集を作成した。ワード集作成には2014年度から2016

年度の学生のレポートを使用した。(図14) 

図 13 レベル分けの例とコンピテンシポイントにおけるレベルの詳細 

図 14 過去の学生のレポート記述ワード集 
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4.4.フィードバック文章の作成 

4.4.1 過去の学生のレポートの文例引用 

 過去レポート分析によって得た、ワード集を用いて、2017年度の学生へフィードバック

を行なった。フィードバックでは、基本的に長所(より強化して欲しい項目)と短所(もっ

と頑張って欲しい項目)両方を述べた。長所、短所共に、ワード集から、各々の学生に合

う文例を引用した。その際、長所は、同じ役割タイプ、同じ分野の中からレベルがワンラ

ンク上の学生の文例を引用した。短所も長所と同様に文例を引用したが、短所の場合は、

役割はこだわらないこととした。理由として、長所は、自分の持つ得意分野に磨きをかけ

るという意味で役割タイプを統一し、短所は、自分に足りないものを他の人を真似て強化

するという意味で役割はこだわらないということにした。また、フィードバック文章作成

の際には、指摘しているポイントが分かりやすいようにするために、分野を決める。過去

の文例を引用する際には、この分野が同様になるようにする。(図15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 フィードバック文章引用の例(青の矢印は長所、赤の矢印は短所を示す） 
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4.4.2 フィードバック文章シートの作成 

 引用する文章を決定し、それをシートにまとめた。赤で塗りつぶしてあるセルは、役割タ

イプやレベルがルールとは異なってることを示している。(図16)過去三年分のデータから

適切な記述が見つからない場合は、他の役割タイプやレベルから引用をした。 

 

4.4.3 フィードバックテンプレート 

 フィードバックをするにあたり、テンプレートを作成した。テンプレート作成には、中原

淳のPHPビジネス新書『フィードバック入門』を参考とした。本書では、対面の場合のフィ

ードバックのポイントについて記されていたが、それを文章に落としこんだ。本書によると、

信頼感の確保、事実通知、問題行動の腹落とし、振り返り支援、期待通知の5つがポイント

としてあげられていた。それを以下のように対応付けた。(図17) 

 

図 17 フィードバックテンプレート 

 

図 16 フィードバック文章シート一例 
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4.4.4 フィードバックの作成 

 用意した、フィードバック文章シートとフィードバックテンプレートを用い、フィード

バックを作成した。フィードバック文章のシートを赤枠に貼り付けると、名前、学生の記

述、引用した文例が自動的に文章に落としこまれる仕組みになっている。(図18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 フィードバック作成の一例 
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第 5 章 コンピテンシ評価とフィードバック実

施 

5.1 コンピテンシ評価方法 

5.1.1 コンピテンシ評価を実施する授業 

 コンピテンシの評価は、静岡大学情報学部の情報システムプログラムで開講されている

2年後期の必修科目「Webシステム設計演習」で実施する。この講義では、グループで情報

システムを設計する。前提として、書店の業務システムを開発するのにあたり、書店の現

状や抱えている問題などの情報が与えられる。これに加えて、顧客である書店の取締役と

情報システム課長に扮した講師にヒアリングをする。これらの情報を基グループで書店の

問題を分析し、問題を改善するための情報システムを設計する。 

 

5.1.2 役割タイプと発言タイプを利用したグループ編成 

 Webシステム設計演習のグループ編成には、情報システム基礎演習で調査した役割タイ

プと発言タイプを利用した。これは、様々なタイプが集まることで、グループ内での議論

が活発になり、より良い成果がでるためである。表にグループ編成を示す。 

 役割タイプアンケートの結果、リーダーが9人だったため、各グループにリーダーを配

置できなかった。リーダーが存在しないグループには、リーダーの性格を持つ他の役割タ

イプを配置するようにした。(表4) 

表 4 グループごとの役割タイプの人数 
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 発言タイプアンケートの結果、タイプにかなり偏りが出たため、全てのグループに全て

の発言タイプを配置することはできなかったが、役割タイプを優先しながら、発言タイプ

を様々な人が1つのグループに集まるようにした。(表5) 

 

この授業はAとBの2つの教室で実施される。どちらの教室にも教員とTAが2人ずついる。コ

ンピテンシを評価するだけなく、その評価が妥当か確認するためにAとBの教室で学生の活

動を観察し、主観的にコンピテンシを評価した。 

 

5.1.3 コンピテンシ評価のタイミングとフィードバックをするタイミングと授業の流れ 

 コンピテンシの評価は、Webシステム設計演習でのレポートである「学習ジャーナル」

の記述が、CPSフレームワークに当てはまるかをチェックする。学習ジャーナルに記述す

る内容を図18に示す。学習ジャーナルには、演習を通じて習得を目指すスキル、目標に対

する学習実績と成果、演習を振り返り次回に活かしたい内容を記入する。つまり、学習ジ

ャーナルには記入者の行動に基づいた記述が入る。 

 

 学習ジャーナルの提出は2度ある。その2つの学習ジャーナルについてコンピテンシを評

価する。授業の流れと学習ジャーナルが提出されるタイミングを図19に示す。1度目の学

習ジャーナルは、顧客へのヒアリングが終了し、要件定義が終了した後に提出される。2

度目の学習ジャーナルは、ヒアリングを基に、どのようなシステムを開発するか顧客へ発

表した後に提出される。 

表 5 グループごとの発言タイプの人数 
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 フィードバックはこの学習ジャーナルが提出されてから、次の目標設定をする1

週間後の講義の前にする。 

 

5.1.4 学習目標設定におけるコンピテンシ評価 

 学習目標設定のコンピテンシ評価は、CPSフレームワークに当てはまる記述を1

つあたり1ポイントとする。学習ジャーナルの「学習目標」欄の記述が、CPSフレ

ームワークの「共通理解の構築・維持」「問題解決への適切な行動」「チーム組織

の構築・維持」の3つの軸に当てはまるかを見る。記述がいずれかの軸に当てはま

っていれば、CPSフレームワークの「探索と理解」「表象と定式化」「計画と実行」

「観察と省察」の4つの成熟段階のどの段階かを見る。このCPSフレームワークに

当てはまった記述は、1つの記述について１ポイントとする。このポイントを「コ

ンピテンシポイント」とする。なお、コンピテンシポイントが付与された記述

は、行動キーワードとして保存する。 

 

5.1.5 演習実績におけるコンピテンシ評価 

 演習実績のコンピテンシ評価は、記述のレベルを設定し、そのレベルによってコンピテ

わからなかった用語など ・不明点を自分で調べて記しましょう。

　学生が不明点を自分で調べて記入する。

　学生が演習を通じて修得を目指す「知識」や「スキル」
をできるだけ具体的に記入する。

　学生が目標に対する学習実績とその成果を記入する。

　学生が演習を通じて気づいたことや、次回同じ活動を
するときに改善したいと思うことを記入する。

学習実績と成果 ・目標に対する学習実績とその成果を記しましょう。

気づき／振り返り ・演習を通じて気づいたことや、次回同じ活動をするときに改善したいと思うことを記しましょう。

チーム名

学習ジャーナル

学習目標 ・演習を通じて修得を目指す「知識」や「スキル」をできるだけ具体的に記しましょう。

記入日 氏名

図 19 学習ジャーナルの構成 



30 

 

ンシポイントが決まる。学習ジャーナルの「学習実績と成果」「気づき／振り返り」欄の

記述が、CPSフレームワークに当てはまるかを見る方法は、学習目標設定でのコンピテン

シ評価と同じである。学習目標設定のコンピテンシ評価と異なるのは、記述のレベルによ

ってコンピテンシポイントが決まることである。記述のレベルを「低」「中」「高」と設定

し、レベル「低」であれば1ポイント、レベル「中」であれば、2ポイント、レベル「高」

であれば、3ポイントを付与する。 

 

表 6 記述のレベルとコンピテンシポイント 

 

 

 レベル「低」は、演習で達成できなかったこと、レベル「高」は、演習で達成できたこ

とである。レベル「中」は、演習での行動を振り返り、見つめることで、次回からはより

良い行動ができるようになることが期待される。そのため、レベル「低」と、レベル

「高」の間にレベル「中」を設定している。 

 

5.2 フィードバックに対するアンケート調査 

 学習ジャーナル①、②へのフィードバックが、完了したところでフィードバックを実際

に受けた学生へフィードバックに対するアンケート調査を行なう。このアンケート調査で

は、フィードバックを受けた学生の感想を調査するためのものである。アンケートは6つ

の質問で構成されており、そのうち4つは質問に対して1～5の5段階で評価をしてもらい、

2つは記述で評価してもらうようになっている。アンケートの内容は以下の通りである。

(図20) 
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図 20 フィードバックに対するアンケート 
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第 6 章コンピテンシの分析実験とフィードバッ

ク実施【結果・考察】 

6.1 コンピテンシ評価の結果 

6.1.1 概要 

 図21に1回目の学習ジャーナルのコンピテンシポイントと、2回目の学習ジャーナルのコ

ンピテンシポイントについて、全体平均と役割ごとの平均を示す。1回目の学習ジャーナ

ルを学習ジャーナル①、2回目の学習ジャーナルを学習ジャーナル②と表す。 

これを見ると、全体として、学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけてコンピテン

シポイントが増加している。リーダーと実務エキスパートは、学習ジャーナル①では、平

均よりもコンピテンシポイントが高かったが、学習ジャーナル②にかけて平均を下回る結

果となった。また、調整役は学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけて平均以下か

ら平均を上回る結果となっており、作業者は常に高いコンピテンシポイントを発揮する結

果となった。 

 

 

図 21 役割ごとの合計のコンピテンシポイントの推移 

 

6.1.1.1 軸ごとのコンピテンシポイントの結果  

 表7に学習ジャーナル①について、軸ごとのコンピテンシポイントの全体平均と役割ご

との平均を示す。また、表8に学習ジャーナル②について示す。さらに、表8には、括弧に

学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけてのコンピテンシポイントの変化を示す。 



33 

 

 これらの表から、全体的には学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけて全ての軸

でコンピテンシポイントが増加していることが分かる。役割ごとに見ると、リーダーは、

（3）チーム組織の構築・維持でコンピテンシポイントが増加しているが、（1）共通理解

の構築・維持、(2）問題解決への適切な行動でコンピテンシポイントが減少してしてい

る。実務エキスパートは（1）共通理解の構築・維持、(3）チーム組織の構築・維持でコ

ンピテンシポイントが増加しているが、（2）問題解決への適切な行動でコンピテンシポ

イントが減少してしている。調整役は、全ての軸でコンピテンシポイントが増加してい

る。作業者は、（2）問題解決への適切な行動、(3）チーム組織の構築・維持でコンピテ

ンシポイントが増加しているが、（1）共通理解の構築・維持でコンピテンシポイントが

減少してしている。フリーライダーは、（3）チーム組織の構築・維持でコンピテンシポ

イントが増加し、（2）問題解決への適切な行動では変化がなく、（1）共通理解の構築・

維持でコンピテンシポイントが減少した。その他は、(2）問題解決への適切な行動でコン

ピテンシポイントが増加し、(1）共通理解の構築・維持、(3）チーム組織の構築・維持で

コンピテンシポイントが減少した。 

 

表 7 軸ごとの学習ジャーナル①のコンピテンシポイント 

 

表 8 軸ごとの学習ジャーナル②のコンピテンシポイントとその変化 

 

人数 役割
1.共通理解の

構築・維持

2.問題解決へ

の適切な行動

3.チーム組織

の構築・維持

70 全体 2.13 7.19 1.71

9 リーダー 2.78 7.11 1.78

14 実務エキスパート 2.31 7.77 1.38

23 調整役 1.87 7.13 1.57

20 作業者 2.45 7.25 1.7

1 フリーライダー 4 10 1

3 その他 2.5 4.75 3.75

人数 役割
1.共通理解の

構築・維持

2.問題解決へ

の適切な行動

3.チーム組織

の構築・維持

70 全体 2.46(+0.33) 7.51(+0.33) 2.61(+0.9)

9 リーダー 2.33(-0.44) 7.00(-0.11) 2.78(+1.00)

14 実務エキスパート 2.85(+0.54) 7.46(-0.31) 1.54(+0.16)

23 調整役 2.83(+0.96) 7.43(+0.3) 2.39(+0.83)

20 作業者 2.1(-0.25) 8(+0.75) 3.65(+1.95)

1 フリーライダー 0(-4) 10(±0) 4(+3)

3 その他 1.75(-0.75) 6.25(+1.5) 1.5(-2.25)
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6.1.1.2 成熟度ごとのコンピテンシポイントの結果 

 表９に学習ジャーナル①について、成熟度ごとのコンピテンシポイントの全体平均と役

割ごとの平均を示す。また、表 10に学習ジャーナル②について示す。さらに、表 10には、

括弧に学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけてのコンピテンシポイントの変化を

示す。 

 

表 9 成熟度ごとの学習ジャーナル①のコンピテンシポイント 

 

 

6.1.2 リーダー 

 表11に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPSフレームワークの

各項目における、リーダーのコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図22

に学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけての伸びを示す。 

人数 役割 (a)探索と理解 (b)表象と定式化 (c)計画と実行 (d)観察と省察

70 全体 2.03 2.14 3.03 4.65

9 リーダー 1.67 2.22 2.78 5.00

14 実務エキスパート 2.31 2.00 2.92 4.23

23 調整役 1.22 2.00 3 4.35

20 作業者 1.5 2.35 2.75 4.8

1 フリーライダー 2.00 3 3 7.00

3 その他 3.50 1.25 3.75 2.50

a b c d

1 0.33 0.33 0.67 1.00

2 0.33 1.33 0.78 4.56

3 0.78 0.22 1.11 0.67

a b c d

1 0.22 0.33 1.11 1.11

2 1.33 1.67 1.00 3.11

3 0.11 0.22 0.67 0.78

人数 役割 (a)探索と理解 (b)表象と定式化 (c)計画と実行 (d)観察と省察

70 全体 1.24(-0.79) 2.59(+0.45) 2.33(-0.7) 6.15(+1.5)

9 リーダー 1.44(-0.23) 1.89(-0.33) 2.56(-0.22) 6.22(+1.22)

14 実務エキスパート 0.85(-1.46) 2.69(+0.69) 1.92(-1) 6.38(+2.15)

23 調整役 0.43(-0.79) 2.78(+0.78) 3.09(+0.34) 6.35(+2)

20 作業者 1.7(+0.2) 2.7(+0.35) 1.9(-0.85) 7.45(+2.65)

1 フリーライダー 1(-1) 3(±0) 3(±0) 7(±0)

3 その他 2(+1.5) 2.5(+1.25) 1.5(-2.25) 3.5(+1)

表 10 成熟度ごとの学習ジャーナル②のコンピテンシポイントとその変化 

表 11 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【リーダー】 
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図 22 コンピテンシポイントの伸び【リーダー】 

 

【コンピテンシ評価結果_リーダー】 

 リーダーの学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの平均の合計は、11.67ポ

イントは、全体の11.03ポイントより高い。学習ジャーナル②においては、全体の12.58ポ

イントと比較すると、12.11ポイントと、全体を下回る結果となった。 

 図22より、軸ごとに見ると(3)チーム組織の構築維持が増加しており、(1)共通理解の構

築･維持、(2)問題解決への適切な行動でコンピテンシポイントが減少していることが分か

る。 

 図 より、成熟度ごとに見ると、(d)観察と省察で増加しており、(a)探索と理解、(c) 

計画と実行が減少していることが分かる。更に(b)表象と定式化は、(a)探索と理解、(c)

計画と実行に比べて大きく減少している。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_リーダー】 

 リーダーは、学習ジャーナル①を提出した時点で他のどの役割タイプよりも最も高いコ

ンピテンシを発揮していた。しかし、学習ジャーナル②を提出した時点では、コンピテン

シを向上させたものの、他の役割タイプより高いコンピテンシを発揮することができなか

った。リーダーは、学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけて緩やかにコンピテン

シを向上させたからだ。(2)問題解決への適切な行動の(d)観察と省察が大きく増加してい

ることから、書店の問題解決のための行動を引っ張ることに専念したと考えられる。ま

た、リーダーは学習ジャーナル①の記述より、9人中6人が(2)問題解決への適切な行動を

長所とし、(3)チーム組織の構築維持を短所としていた。つまり、リーダーは、1回目のフ
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ィードバック後に長所を深堀りし、短所について目を向け始めたところであると考えられ

る。 

 

6.1.3 実務エキスパート 

 表12に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPSフレームワークの各項目

における、実務エキスパートのコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図23に学習

ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけての伸びを示す。 

 

 

図 23 コンピテンシポイントの伸び【実務エキスパート】 

 

【コンピテンシ評価結果_実務エキスパート】 

 実務エキスパートの学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの平均の合計は、

11.46ポイントは、全体の11.03ポイントより高い。学習ジャーナル②においては、全体の

12.58ポイントと比較すると、11.85ポイントと、全体を下回る結果となった。 

 図23より、軸ごとに見ると(1)共通理解の構築･維持、(3)チーム組織の構築維持が増加

しており、 (2)問題解決への適切な行動でコンピテンシポイントが減少していることが分

かる。 

 図22より、成熟度ごとに見ると、(b)表象と定式化、(d)観察と省察で増加しており、

a b c d

1 0.38 0.31 0.62 1.00

2 1.54 1.62 2.23 2.38

3 0.38 0.08 0.08 0.85

a b c d

1 0.00 0.46 0.85 1.54

2 0.69 2.15 0.46 4.15

3 0.15 0.08 0.62 0.69

表 12 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【実務エキスパート】 
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(a)探索と理解、(c) 計画と実行が減少していることが分かる。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_実務エキスパート】 

 実務エキスパートは、学習ジャーナル①を提出した時点ではリーダーに次いで高いコ

ンピテンシを発揮していた。しかし、リーダーと同様、学習ジャーナル②を提出した時点

では、コンピテンシを向上させたものの、他のタイプと比較すると最も低い結果となっ

た。実務エキスパートもリーダーと同様、学習ジャーナル①から学習ジャーナル②にかけ

て緩やかにコンピテンシを向上させた。実務エキスパートは、学習ジャーナル①の時点

で、(2)問題解決への適切な行動で最も高いコンピテンシを発揮しており、書店の問題解

決のための行動について既に深く試行錯誤できていたと考えられる。そのため、学習ジャ

ーナル②にかけては、自己の考えを共有、具体化するためにグループ内の情報共有、共通

理解の構築に努めたと考えられる。また、実務エキスパートは学習ジャーナル①の記述よ

り、13人中12人が(2)問題解決への適切な行動を長所またはレベルの「高い」以上を記録

し、13人中9人が(3)チーム組織の構築維持を短所としていた。しかし、アドバイス･指摘

した(2)問題解決への適切な行動、(3)チーム組織の構築維持よりも(1)共通理解の構築･維

持のコンピテンシを大きく向上させた。また、(b)表象と定式化の面で安定してコンピテ

ンシを発揮していることから、実務エキスパートは各々がやるべきことを明確にしてお

り、フィードバックの影響を受けにくいタイプであると考えられる。 

 

6.1.4 調整役 

 表13に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPSフレームワークの各項目

における、調整役のコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図24に学習ジャーナル

①から学習ジャーナル②にかけての伸びを示す。 

 

 

a b c d

1 0.22 0.39 0.13 1.13

2 0.87 1.39 2.87 2.00

3 0.13 0.22 0.00 1.22

a b c d

1 0.00 0.52 1.35 0.96

2 0.35 1.83 0.74 4.52

3 0.09 0.43 1.00 0.87

表 13 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【調整役】 
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図 24 図 コンピテンシポイントの伸び【調整役】 

 

【コンピテンシ評価結果_調整役】 

 調整役の学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの平均の合計は、10.57ポイ

ントは、全体の11.03ポイントより低い。学習ジャーナル②においては、全体の12.58ポイ

ントと比較すると、12.65ポイントと、全体を上回る結果となった。 

 図24より、軸ごとに見ると調整役は全ての軸でコンピテンシポイントが増加しているこ

とが分かる。 

 図24より、成熟度ごとに見ると、(b)表象と定式化、(c) 計画と実行、(d)観察と省察で

増加しており、(a)探索と理解が減少していることが分かる。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_調整役】 

 調整役は、学習ジャーナル①を提出した時点では、他のタイプと比較すると最

もコンピテンシが低かった。しかし、学習ジャーナル②を提出した時点では、作

業者に次いで2番目に高いコンピテンシを発揮した。調整役は、学習ジャーナルか

ら学習ジャーナル②にかけて、コンピテンシを大きく向上させた。調整役は、学

習ジャーナル①の時点では、全ての軸、成熟度において、平均を下回っていた。

しかし、学習ジャーナル②の時点では、総合のコンピテンシポイントで平均を上

回っており、また、全ての軸において順調にコンピテンシを向上させた。特に(1)

共通理解の構築･維持、(3)チーム組織の構築維持で大きくコンピテンシを向上させてお

り、グループ全体をまとめることに尽力したと考えられる。また、調整役は学習ジャーナ

ル①の記述より、23人中21人が(2)問題解決への適切な行動を長所とし、23人中17人が(3)

チーム組織の構築維持を短所としていた。それにもかかわらず(2)問題解決への適切な行
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動よりも、 (3)チーム組織の構築維持の軸でコンピテンシを大きく向上させたことから、

調整役は、アドバイスや指摘に対して、長所よりも短所を重視する傾向にあると考えられ

る。また、(1)共通理解の構築･維持も(3)チーム組織の構築維持と同様にコンピテンシを

大きく向上させ、学習ジャーナル②では(b)表象と定式化の面で最も高いコンピテンシを

発揮している。更に、(1)共通理解の構築･維持も(3)チーム組織の構築維持の軸での(c)計

画と実行の面でコンピテンシを伸ばした。これらのことから、1回目のフィードバックを

受けた後、調整役は、円滑なグループワークのためにすべきことを明確にし、その目標に

対して計画的に行動しコンピテンシを順調に向上させたと考えれる。 

 

6.1.5 作業者 

 表14に、学習ジャーナル①と学習ジャーナル②について、CPSフレームワークの各項目

における、作業者のコンピテンシポイントの平均を示す。さらに、図25に学習ジャーナル

①から学習ジャーナル②にかけての伸びを示す。 

 

 

 

図 25 コンピテンシポイントの伸び【作業者】 

 

 

a b c d

1 0.1 0.5 0.9 0.95

2 0.9 1.6 1.6 3.15

3 0.5 0.25 0.25 0.7

a b c d

1 0.25 0.85 0.35 0.65

2 0.45 1.5 0.95 5.1

3 1 0.35 0.6 1.7

表 14 学習ジャーナル①(左)と②(右)のコンピテンシポイント【作業者】 
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【コンピテンシ評価結果_作業者】 

 作業者の学習ジャーナル①におけるコンピテンシポイントの平均の合計は、11.4ポイン

トは、全体の11.03ポイントより高い。学習ジャーナル②においては、全体の12.58ポイン

トと比較すると、12.65ポイントと、全体を上回っている。 

 図25より、軸ごとに見ると作業者は(2)問題解決への適切な行動、(3)チーム組織の構築

維持が増加しており、(1)共通理解の構築･維持でコンピテンシポイントが減少しているこ

とが分かる。 

 図25より、成熟度ごとに見ると、(a)探索と理解、(b)表象と定式化、 (d)観察と省察で

増加しており、(c) 計画と実行が減少していることが分かる。 

 

【コンピテンシ評価結果の考察_作業者】 

 作業者は、学習ジャーナル①を提出した時点では調整役に次いで二番目にコンピテンシ

が低かった。しかし、学習ジャーナル②を提出した時点では、他のタイプと比較すると最

も高いコンピテンシを発揮する結果となった。作業者は、学習ジャーナル①から学習ジャ

ーナル②にかけて最も大きくコンピテンシを向上させた。作業者は、学習ジャーナル①

の、学習ジャーナル②共に、(2)問題解決への適切な行動で高いコンピテンシを発揮して

おり、書店の問題解決のために安定した行動ができたと考えられる。また、学習ジャーナ

ル②にかけて(2)問題解決への適切な行動、(3)チーム組織の構築維持の面でコンピテンシ

を向上させた。特に(3)チーム組織の構築維持の面でのコンピテンシの伸びがかなり大き

い。作業者は学習ジャーナル①の記述より20人中15人が(2)問題解決への適切な行動を長

所としており、20人中14人が(3)チーム組織の構築維持を短所としていた。そして(2)問題

解決への適切な行動、(3)チーム組織の構築維持の両軸でコンピテンシを向上させた。作

業者は、アドバイスや指摘にかなり影響される傾向にあると考えられる。また、過去3年

間作業者は、学習ジャーナル①において最もコンピテンシが低く大きく遅れをとってい

た。しかし今回作業者のコンピテンシは下から2番目では合ったが、他のタイプと比較し

て大きく遅れをとらなかった。今回は、演習に取り掛かる前に学生にはフィードバックを

することを告知していた。作業者が今回大きな遅れをとらなかった理由として、フィード

バックをされるという意識により出足が良くなったと考えられる。そして、これら全ての

ことから、作業者は最もフィードバックの影響を受けやすいタイプであると推測できる。 

 

6.2 フィードバックに対するアンケート調査の結果 

6.2.1 フィードバックの指摘やアドバイスの分かりやすさについて 

 『フィードバックの指摘やアドバイスの分かりやすさについて』は、3を普通とし、5に

近いほど分かりやすく、1に近づくほど分かりにくいという5段階で学生が評価をした。 

その結果、62％の学生が分かりやすいと回答した。また、普通と回答した学生が、32％、
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分かりにくいと回答した学生が6％いた。 

 

 

図 26 フィードバックの指摘やアドバイスについてのアンケート結果 

 

6.2.2 フィードバックの受け止めやすさについて 

 『フィードバックの受け止めやすさについて』は、3を普通とし、5に近いほど受け止め

やすく、1に近づくほど受け止めにくいにくいという5段階で学生が評価をした。 

 その結果、75％の学生が受け止めやすいと回答した。また、普通と回答した学生が、

22％、受け止めにくいと回答した学生が2％いた。 

 

回答者:70 人 回答者:70 人 
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図 27 フィードバックの受け止めやすさについてのアンケート結果 

 

6.2.3 次の目標を立てる際のフィードバックの有効性について 

 『次の目標を立てる際のフィードバックの有効性について』は、3を普通とし、5に近い

ほど次の目標立てに役立ち、1に近づくほど次の目標立てに役立たなかったという5段階で

学生が評価をした。 

 その結果、60％の学生が次の目標立てに役立ったと回答した。また、普通と回答した学

生が、32％、次の目標立てに役立たなかったと回答した学生が8％いた。 

 

 

図 28 次の目標を立てる際のフィードバックの有効性についてのアンケート結果 

回答者：70 人 

回答者：70 人 回答者：70 人 
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6.2.4 過去レポートの文例引用について 

 『過去レポートの文例引用について』では、過去のレポートを引用したフィードバック

の方法についてどのように感じたかを学生が自由に記述をした。また、この質問への回答

は任意である。 

 

 

図 29 過去のレポート文例引用についてのアンケート結果 

 

6.2.5 フィードバック文章のぎこちなさについて 

 『文章のぎこちなさについて』は、3を普通とし、5に近いほどフィードバックの文章の

ぎこちなさについて気にならなかった、1に近づくほどフィードバックの文章のぎこちな

さについて気になったという5段階で学生が評価をした。 

その結果、33％の学生がフィードバックの文章のぎこちなさについて気にならなかったと

回答した。また、普通と回答した学生が、32％、フィードバックの文章のぎこちなさが気

になったと回答した学生が25％いた。 
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図 30 フィードバック文章のぎこちなさについてのアンケート結果 

 

6.2.6 その他 

『その他』では、今回のフィードバックに関して感じたことを学生が自由に記述をした。

また、この質問へ回答は任意である。 

 

表 15 その他のアンケート結果 

 

 

6.2.7 学習ジャーナルフィードバックに関するアンケート結果の考察 

 今回の過去の学生のレポート文例を引用したフィードバックに対しては、学生からは全

体的に高評価を得ることができた。まず、『フィードバックの指摘やアドバイスの分かり

やすさについて』より、過半数の人が自分の学習ジャーナルに対しての指摘やアドバイス

優しい文章で楽しみにしていた、嬉しかった、心が穏やかになった、

モチベーションアップになった
3

続けて欲しい。 2

時間がかかってもいいのでテンプレでないものがいい。 1

新しい方法で新鮮で刺激的だった。 1

指摘が分かりにくい。 1

レポートの引用より自分の評価が欲しい。 1

参考になった。 1

フルネームの記載は、無料診断のようなうさんくささがある。 1

マイナスの評価が欲しい。 1

回答者：70 人 
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を理解していることが分かる。『フィードバックの受け止めやすさ』についても過半数の

人が受け止めやすいと回答しており、今回フィードバック作成の際に参考にした中原淳の

PHPビジネス新書『フィードバック入門』のポイントを文章に落とし込むことに成功した

と考えられる。また、『次の目標を立てる際のフィードバックの有効性について』で過半

数の学生が役に立ったと回答していることから、フィードバックが学生の刺激になってい

ると推測できる。自由記述である『過去のレポート文例引用について』でも、過去の学生

のレポート文例の引用に良い印象を持っている学生が多いことが分かった。また、過去の

学生のレポートの文例を引用することで、現実味が増し、共感から安心感を得られるメリ

ットがあることが分かった。しかし一方で、文章に当てはめたフィードバックに対して、

堅苦しさを感じたり、ネットの無料診断のようなワンパターンな印象を持ったりする学生

もおり、デメリットが同時にあることが分かった。『文章のぎこちなさについて』は、気

にならなかったと回答した学生が32％で、改善の余地があることが分かった。自由記入の

『その他』では、賛否両論の意見が出たものの、フィードバックを必要としている学生が

多いことが分かった。 
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第 7 章 結論 

7.1 本研究の結論 

 本研究は、学生のコンピテンシを向上するための過去の学生のレポート分析に基づくフ

ィードバック作成方式を確立するために、静岡大学情報学部の「Webシステム設計演習」に

おいて、PISA の CPS フレームワークを使用してコンピテンシ評価、過去のレポート文例を

引用したフィードバックを実施し、それを役割ごとに分析した。 

 コンピテンシ評価は、「学習目標設定」と「演習実績」の側面から、コンピテンシが発揮

されたと思われる行動の記述に対してコンピテンシポイントを付与して実施した。フィー

ドバックは、過去のレポートを分析しそれに基づき長所と短所両方を指摘する文章による

形式で実施した。そしてそれを役割タイプごとに特徴があるかを分析した。また、2回のフ

ィードバックを終えたところで学生にフィードバックに対するアンケート調査を行い、今

回行なったフィードバックの評価を得た。これらをもとに、過去の学生のレポートを用いた

フィードバックの有効性を分析した。 

 リーダーは、長所を磨くことが得意であることが分かった。短所に対しては、目を向け始

めたと考えられるので、もう少し長い期間で繰り返しフィードバックをしていく必要があ

る。実務エキスパートは、フィードバックの影響を受けにくく早い段階から問題解決への適

切な行動のコンピテンシを発揮できることが分かった。共通理解の構築・維持に改善の余地

があるため、強化が必要であるが、強化には長い時間を要する。調整役は、演習を通じてコ

ンピテンシを順調に伸ばすことができることが明らかになった。また、フィードバックに対

しては短所を重視して強化しようとする傾向が強く、フィードバックを繰り返し行なうこ

とでコンピテンシの向上が見込める。作業者は、フィードバックの影響を受けやすいことが

明らかになった。調整役と同様、今後繰り返し行なっていくことで更なるコンピテンシの向

上が見込める。 

 コンピテンシ評価、フィードバックに加えて、フィードバックに対するアンケート調査を

行なった。調査の結果、過去の学生のレポート文例を引用したフィードバックに対して学生

が良い印象を持っていることが明らかになった。しかし、文章がパターン化しており、マイ

ナスの評価もあったため、まだ、過去のレポートの分析が必要である。 

7.2 今後の課題 

 今後の課題として、本研究でのコンピテンシ向上のためには、より多くの回数と期間をか

けてフィードバックを行ない、効果を測定する必要がある。そのためには、「Web システム

設計演習」のみでフィードバックとコンピテンシ評価を行なうのではなく、その前の講義か

らフィードバックとコンピテンシ評価を行ない、効果を測定するしていくことが有効であ

る。これによって、より学生のコンピテンシ向上の過程をより長く継続的に測定することが
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でき、より細かな分析が可能となり、フィードバックの作成方式を確立することができると

期待できる。 

 次に、フィードバックをより簡単にできるようにするために、フィードバックデータベー

スを作成する必要がある。本研究では、分野を決めてフィードバックを行なったが、分野ご

とにどのようなパターンがあるかをまとめる必要がある。そうすることで、フィードバック

をより効率的に速く作成することができ、またどのパターンが学生に有効であるかを分析

していくことが可能になると期待できる。更に、最終的には、フィードバックデータベース

を確立しより迅速に多数を相手としたフィードバックが可能なシステムを構築したい。 
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付録 

 

図 31 行動キーワード集 


