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第1章 社会人となるための大学教育に求められる基礎力
1. 社会が求める基礎力
現在の社会においては、問題が複雑化し、異なる専門技術者が協力し、また他国の技
術者とも協力して問題解決を図らなければならない局面も増えてきている。このため、
専門的な技術を持つだけでなく、協調性やチームワークやプロジェクトマネジメント力
を発揮して、文化の異なる他国のメンバと協力して主体的に問題解決を図れる人材が求
められている。
経済産業省では産業界（IT 企業）に限らず、社会人に求められる基礎力として、
『社
会人基礎力』を定義している。社会人基礎力(図表 1-1 参照)とは『前に踏み出す力（ア
クション）
』
、
『考え抜く力（シンキング）
』、
『チームで働く力（チームワーク）』の 3 つに
分類されている（http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/参照）。

図表

1-1

社会人基礎力

社会人基礎力の『前に踏み出す力（アクション）』とは、一歩前に踏み出し、失敗し
ても粘り強く取り組む力であり、
『主体性』
、
『働きかける力』
、
『実行力』で構成されてい
る。
『考え抜く力（シンキング）』とは、疑問を持ち、考え抜く力であり、
『問題発見力』
、
『計画力』
、『想像力』で構成されている。
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『チームで働く力（チームワーク）』とは、多様な人々と共に、目標に向けて協力す
る力であり、
『発信力』
、
『傾聴力』
、
『柔軟性』
、
『情報把握力』
、
『規律性』、
『ストレスコン
トロール力』で構成されている。
社会人基礎力とは、様々な産業で共通的に求められる基礎力であり、産業界（IT 企
業）でも、この社会人基礎力が基礎的な能力として求められている。
情報システムの開発は、多人数のチームで開発されることが多く、様々な技術を組合
せて情報システムが構成されているために、学際的な知識を持ち、協調性やチームワー
クを発揮して、主体的に問題解決ができる技術者が求められている。
社会が求める基礎力について、大学側はどのように考えているのであろうか。産業界
（IT 企業）の求める能力と大学等の教育機関側が重視する教育について、情報処理推進
機構（IPA）が発行している『IT 人材白書 2012』の『教育機関が考える産業界（IT 企業）
の IT 人材に求められる能力・スキル』（112 ページ参照）の調査によると、
・問題解決能力

78.4%

・最新技術に関するスキル

54.9%

・協調性・チームワーク力

47.1%

・プロジェクトマネジメント力

45.1%

・既存技術に関するスキル

43.1%

※

%は大学の数値

が上位となっている。すなわち、大学は、産業界（IT 企業）が、最新技術や既存技
術に関する技術的なスキルだけではなく、『問題解決力』、『協調性・チームワーク力』、
『プロジェクトマネジメント力』などのソフトスキルも求められていると認識している。
また、『IT 人材白書 2012』の中では、教育機関が『学際的な知識を持った IT 人材の
育成』も重要と考えている(115 ページ参照)と述べられている。
大学が今後教育を強化すべきと考える能力・スキルについて、大学の認識は、
・問題解決能力

39.2%

・語学力

41.2%

・ドキュメント文章能力

37.3%

・論理的思考能力

33.3%

※ %は大学の数値

が上位となっている。
大学が認識している産業界（IT 企業）が求める人材像と、産業界（IT 企業）が求め
ている人材像の認識はほぼ一致している。そして、大学教育において、『問題解決力』、
『論理的思考力』、
『他人に働きかけ巻き込む力』、『チームをまとめる力』などのスキル
を高める教育のより一層の強化を企業も大学も求めている。
産業界（IT 企業）では、技術を学ぶための研修のみならず、
『問題解決力』や『論理
的思考力』や『チームをまとめる力』などのソフトスキルを高める社内教育を長年行っ
てきており、それらの教育を大学でも活用されるために、産学連携による教育がより重
要となってきている。
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2. キャリア教育の必要性
現在の社会の変化は激しく、自分の強み弱みを理解し、主体的にキャリアを設計し、
そのキャリアを実現するための日々の努力が重要となっている。産業界（IT 企業）にお
いてもキャリア教育を強化したり、キャリア構築を支援したりする企業が増えている。
どのような職業に就きたいのか目標を見つけられない大学生や、就職に対して不安を
抱える大学生がおり、大学においても、主体的にキャリアを設計できるような教育が重
要となっている。
大学におけるキャリア教育は、就職支援的のための企業セミナとして実施されている
ところも多い。大学の教員よりも企業人が話す方が、リアルで迫力のある職場の話が聞
け、学生の質問にも適切に応答することができる。企業人からの話の方が、より深く、
職業人としての心構え、働くということの意義や意味、仕事を通じての喜び、働くこと
の楽しさや大変さなどを理解することができる。このため、大学生のキャリア教育に対
して、企業が支援することは学生にとって極めて有益なものである。
大学は、キャリア教育として企業セミナを実施するだけでなく、自らのコンピテンシ
ーの強み弱みを自己認知することを手助けし、学生が自らキャリアを設計することを支
援する大学や、企業講師を招へいして企業で求められる基礎的なスキルを大学の授業で
教えている大学もある。
企業講師による授業を通じて、学生は、職業人としての心構えや、産業界（IT 企業）
が求める基礎力についての理解を深め、大学における専門教育を学ぶことの意義を認識
し、それらが学習意欲の向上にもつながるのである。
このため、大学におけるキャリア教育というものを、企業セミナだけでなく、広い意
味でのキャリア教育という捉え方をすることが重要であると考える。
キャリア教育ワーキンググループ(注 1)では、これらのことについて検討を進め、大
学におけるキャリア教育の枠組みを、図表 1-2 における『広義のキャリア教育』として
定義した。
図表 1-2 の中の項目は、授業科目名を表している。この授業科目は『広義のキャリア
教育』の領域をわかりやすくイメージするためのもので、厳密にこの科目を実施しなけ
ればならない、あるいは表記されていない科目は重要でない、というものではない。
図の横軸は、年次を表しているが、各年次でそれぞれの授業を実施しなければならな
い、というものではなく、おおよその目安である。
大学におけるキャリア教育として、情報社会と職業、インターンシップ、キャリアデ
ザインなどのキャリア教育や、業種・就職セミナ、面接対策といったキャリア支援が行
われているが、更に、社会人として求められる基礎力の教育、チームでの問題解決を図
る PBL やプロジェクトマネジメントの教育も含めてキャリア教育（広義のキャリア教育）
として定義した。そしてそれらの教育をより強化することが社会や産業界（IT 企業）か
ら求められている。
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(注 1) キャリア教育ワーキンググループ: 実践的講座構築ガイドを策定する産学連携講座
連絡会のもとで本キャリア教育編の作成検討を担当した WG。

図表

1-2

キャリア教育の定義

大学で行われるべきキャリア教育は、広義のキャリア教育として定義された教育であ
り、就職支援のためではなく、社会人として生きるための基礎的な能力を高める教育や、
産業界（IT 企業）が求める基礎力をも包含する教育である。これらの教育は、大学教員
のみで実施するのでは効果的とは言えない。インターンシップに代表されるように、実
際に企業で働いたり、企業で働いている人の話を聴いたりでないと、学生には職業観や
働くことの意義などが十分に伝わらない。このため、大学教員と企業人とが連携してこ
れらのキャリア教育を行うことが肝要である。
さらに、キャリア教育ワーキンググループでは、これらの広義のキャリア教育の中で、
重要な教育とは何かを検討した。それは、
『問題解決能力』や『論理的思考力』や『チー
ムワーク』などであり、産業界（IT 企業）で求める能力、そして大学が今後強化しなけ
ればならないと認識している能力に共通しているものである。また、これらの項目は社
会人基礎力の項目の中にもあるものである。
特に、社会人基礎力の『考え抜く力』は、今後の社会を生き抜く上で最も重要である
という結論に至った。
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現在の社会では、先が見通せず、変化が激しい。企業においても新しい価値を生み出
すことが求められている。このため、従来のやり方を踏襲するだけではなく、疑問を持
ち、意義や目的を深く考えながら仕事をすることが求められている。
速い世の中の変化の中で、自ら一生懸命にじっくりと『考える』機会が少なくなって
きている。このため、社会人のための基本能力として、
『考え抜く力』に今回は焦点を当
てた。
社会人として生きる基礎能力は、先に述べたように経済産業省が『社会人基礎力』と
して定義し、『考え抜く力(シンキング) 』
、『前に踏み出す力』
、『チームで働く力』と定
義している。チームで働く力や、前に踏み出す力も重要であるが、この中でも考え抜く
力は最もベーシックで重要な力である。この『考え抜く力』の養成にフォーカスし、キ
ャリア教育の一環として、
『考え抜く力』の養成にどのような教育を行ったら良いかを検
討した。

3. ロジカルシンキングの教育の必要性
社会人基礎力のうち『考え抜く力』は、論理的思考力、問題解決力、創造力などの養
成により高めることができる。企業では『考え抜く力』の養成として、
『ロジカルシンキ
ング』の教育を社内研修として長年行ってきている。論理的な思考力を高める教育とし
ての『ロジカルシンキング』は、社会人基礎力の『考え抜く力(シンキング)』を身につ
ける 1 つの重要なツールであり、これを産学連携して大学教育に普及展開することは有
意義であるため、キャリア教育としての『ロジカルシンキング』の教育に着目した。
企業で行っている『ロジカルシンキング』の教育では、受講者の主体性を尊重し、チ
ームによる演習を含んでいたり、問題解決の仕方を教える教育を含んでいたりする。チ
ーム演習などで、社会人基礎力の他の 2 要素である『前に踏み出す力』と『チームで働
く力』の育成にも関連している。
このため『ロジカルシンキング』の教育を行うことで、論理的思考力を高めることは
もちろんだが、チーム演習を通して、主体的に取り組む力、他人に働きかける力、チー
ムをリードする力を、また発表などを通して、情報発信力や傾聴力なども高めることが
できる。このため、
『ロジカルシンキング』の教育を産学連携で実施することが、社会で
求められる基礎力を高める教育として非常に効果的であると考えられる。
図表 1-2 のキャリア教育の定義では、『ロジカルシンキング』教育を、できれば 1 年
次の基礎教育・一般教育の段階で実施することが望ましいということを表している。な
ぜなら、論理的に物事を考える力を養うことは、その後の専門教育の教育効果を高める
ことに貢献するからである。
社会や産業界（IT 企業）は、大学教育において、論理的に考える力、問題解決がで
きる力、主体的に考え行動する力、チームで働く力の養成を期待している。その期待に
応えるために『ロジカルシンキング』の教育の実施が求められている。
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しかし、論理的に物事を考える力や、勉強に対して主体的に取組む力は、大学の専門
教育や卒業研究においても必要な力である。このため、図表 1-3 のように、
『ロジカルシ
ンキング』の教育は、社会のニーズに応えるだけでなく、大学教育や研究活動の効果を
高めるための基礎教育として重要な教育であると考えられる。

図表
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ロジカルシンキング教育の意義

大学における『広義のキャリア教育』を産学が連携して実施していくことが求められ、
その中で、
『考え抜く力』の養成が最も基本的な力として重要である。情報処理推進機構
（IPA）では、このことに着目し、産学連携により複数の大学で様々な方法により『ロジ
カルシンキング』の教育を行ってきた。
次章では、各大学で実施してきた『ロジカルシンキング』の実施事例を紹介する。
社会や産業界（IT 企業）が求める基礎力の教育を大学において産学が連携して行う
ことが必要であり、それらを大学教育の『広義のキャリア教育』として定義した。
キャリア教育の中でも、社会人基礎力の『考え抜く力』は、大学の専門教育や研究に
とっても重要な基礎力である。その考え抜く力を養成するための『ロジカルシンキング
の教育』に私達は着目した。
『ロジカルシンキング』は、シンキング、ライティング、説得、プレゼン等広範囲に
使えるツールであり、PBL（Project Based Learning）やプロジェクトマネジメントなど
の総合的な教育に対する基礎的な教育の一つとして重要である。物事を論理的に考えら
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れることは、社会生活において欠かせず、産業界（IT 企業）の仕事においても不可欠な
能力である。それだけでなく、大学における専門教育や研究においても基礎となる能力
であるため、大学教育におけるより一層の普及拡大が望まれる。
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第2章 ロジカルシンキング講座実施モデル
1. ロジカルシンキング講座実施大学
引用は、ガイド第 1 部の第 1 章 2.1 第 2 部プロセス構築の「図表 1－3

2012 年度産

学連携実践的講座の大学開設一覧」に示すように、教育機関と企業・団体の個別連携に
より、2012 年度は 16 大学で 25 講座を開設している。その中で、キャリア教育支援とし
て位置付けられるロジカルシンキング講座を実施している大学は、
下表のとおりである。

実施パターン1(*)
山口大学

実施パターン2(*)

愛媛大学

実施パターン3(*)

東京情報大学

中央大学

はこだて未来大学

講座名

ロジカルシンキング基礎 ロジカルシンキング実践 ロジカルシンキング基礎 ロジカルシンキング
(ITキャリア基礎)

ロジカルシンキング・
ライティング

コマ数

6コマ(3コマ*2日)

9コマ

15コマ

「情報工学基礎演習」
15コマの中の2コマ

「情報マネジメント論」講
座15コマの中の6コマ

必修/選択 必修

必修

選択

必修

選択

集中/分散 講義：分散
演習：集中
夏季集中

集中

夏季集中

分散

分散

大学での勉学、研究活
動をより効率化する、さ
らには将来ビジネスの
世界で活躍するための
基礎力として、「論理的
に物事の本質を捉える
力」および「誰にでもわ
教育の狙い かりやすく説明する力」
を習得するための集中
的な基礎訓練を、入学
早々に実施。

ロジカルシンキングの基
礎を学習し、問題の原
因や課題の解決策の筋
道を本質的かつ具体的
に把握し、誰にでもわか
りやすく伝え、行動する
(または、行動させる)た
めの思考法を学び、実
践する。
他の授業を受けるため
の基盤となることを期待
して、新入生のための
「初年次科目」の一環と
して実施。

汎用的能力を育成する
ための基礎力である論
理的思考能力（ロジカル
シンキング）などのパー
ソナルスキルに関して、
大学教育に企業での教
育プログラムを導入する
ことで、大学と企業の連
続した人材育成を実現
し、学生の修得レベル
の向上を目指す。

「情報工学基礎演習」の
中の2 コマを使って、ロ
ジカルシンキングの基
本をコンパクトに学習し
ます。情報工学科のカリ
キュラムにおける色々な
科目が何故必要である
のかを体得し、情報工
学科が育成する人材像
に必要な7 種のコンピテ
ンシー（行動特性）のう
ち、問題解決力特に課
題発見・課題分析・論理
的思考を向上することが
目標。

学生のレポート・論文作
成や社会人になってか
らの提案活動など、論
理的に思考を構成し、
説得力のある文書に仕
上げる局面は、数多く存
在する。講座では、その
ベースとなる論理的思
考の構成法や他人を引
付ける文書の表現法に
ついて、講義と演習を通
して学習。

※2.2.1(1)に説明の通り
別に事前学習あり

図表
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キャリア教育支援としてのロジカルシンキング実施大学

（＊）パターンの定義は図表 2-2

「ロジカルシンキング実施の 3 パターン」参照

これらの講座と類似レベル（注 2）の産業界の講座は、2 日間（16 時間前後）、20 名～40
名／クラスで実施されることが多い。しかしながらこれをそのまま高等教育機関に当て
はめることにはならない。なぜなら、
 各校、各学科では、特色のある学生の育成をめざし、精緻に組上げられ工夫された
既成カリキュラムを持っており、整合性を取る必要があること。これまで各学科で
実施されている講座は、必要なものばかりなので簡単に入替えはできず、また単位

3-8

認定などについてもそれぞれの学校学科によって色々な事情があること。
 その結果、ロジカルシンキング講座の実施時期、実施形態は各校の事情を反映させ
異なってくること。
 物理的な制約により、実施時期、実施場所が限定されること（教室手配は、容易に
思えるが、調整に非常に手間取る場合がある。
）
。
さらに、
 2 日間集中型は企業ではよくあるやり方だが、高等教育機関の基礎講座では少なく、
特に若い学生ほどなじみが薄いため、集中度を保つことが容易ではないこと。しか
もロジカルシンキングは多くの場合、なるべく早期に実施したいと考えるので、ハ
ードルがより高くなること等によって、現段階では目的・対象によって実施例は次
の 3 パターンに分類できる。
(注 2）初学者が、ロジカルシンキングとはどういうものなのか、どんな場合に用いるこ
とができ、どのような効果があるのかが理解できるレベル。使いこなせるレベル
ではないことに注意。

2. ロジカルシンキング講座の実施パターン例

図表

2-2

ロジカルシンキング実施の 3 パターン
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＜実施パターン例 1＞
山口大学・愛媛大学の例。学科 1 年次全員を対象とする。この 2 校の場合、対象者は
80 名前後となる。早期に習得させ、以降の教育・研究活動を支える基礎教養の一つとし
て実施するもの。ゆえに相応の時間をかける。母集団にはまとまり感があるが、専門課
程の厳しさと面白さを未体験ゆえに、ややもすると安逸に流れる気持ち（受験からの開
放感も当然想定される。）を持つ可能性がある。モチベーションの低い学生が散見される
場合でも、科目の性質上、全員習得が至上命題となる。したがってこのパターンはいか
にモチベーションを維持させ、興味を持たせるか、また達成感・充実感を持たせるかが
ポイントとなる。
＜実施パターン例 2＞
東京情報大学の例。学科 2 年次の希望者が対象。私学ゆえ幅広い学生を母集団とし、3
年次からの研究活動や 4 年次での卒業論文、さらにインターンシップへの準備の要素も
持つ。また、本講座はロジカルシンキングに興味をある「希望者」を対象としている。
その結果、成績は様々な学生が対象となるが、モチベーションは最初から高い。したが
ってこのパターンの場合には成績が下位であっても、モチベーションの高い学生にもき
ちんと習得させることが重要であり、学生の目線に合わせていかに丁寧に教えるかがポ
イントとなる。
＜実施パターン例 3＞
中央大学・はこだて未来大学の例。この 2 校の場合は、15 コマ程度からなる総合講座
の一つのパーツとして短時間で教えるパターン。コマ数には各大学の事情が反映されて
おり、目的にも差がある。中央大学の場合は大学が考える人材像に必要な 7 つのコンピ
テンシーの一つの向上を目指す 1 ステップとしている。はこだて未来大学の場合は論理
思考の構成法、文章の表現法を学ぶという 2 つが目的（注 3）
。このパターンでは、総合
講座の目指すものとの整合性を、実施（できる）コマ数の中でいかに取るかである。こ
の場合、必須、選択の区分よりも時間数と講座全体の目的との整合性が重要となる。
まとめると、現状では、総時間、実施時間（分散・集中）が異なり、各校の既存科目・
既存課程の中に実態に応じていかなる形態で織り込んでいくのかがポイントとなってい
る。
以下、それぞれのパターン別にロジカルシンキング講座の準備と計画・実施・運用・
実施結果・ 継続に向けてについて留意事項等の詳細について述べる。
(注 3）はこだて未来大学については、全体講座の一部として論理的に考えることにとど
まらず、より難易度の高い「ライティング」を含めた内容なので、最低限の時間
で概念を理解する実施パターン 3 と分類した。
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第3章 ロジカルシンキング講座実施事例
1. 実施パターン 1(全員対象じっくりタイプ)
～代表例として山口大学の例を記載～

1.1 ロジカルシンキング講座の準備と計画
(1) ロジカルシンキング講座設置の背景
日本経済団体連合会が、2005 年 6 月に提言「産学官連携による高度な情報通信人
材の育成強化に向けて」を発表、また、文部科学省が、2006 年度から「先導的 IT ス
ペシャリスト育成推進プログラム」を実施したことを受け、山口大学/工学部/知能情
報工学科では、2006 年度に、実践的な教育を通して産業界のニーズに応える IT 人材
を育成する大学院教育プログラムの開発及び実施を目的とした WG を立上げ、企業ヒ
アリングなどから教育プログラムを開発し、2008 年度から大学院にて高度情報教育
プログラムを開始した。2012 年度現在、高度情報教育プログラムは、山口大学にて
2010 年度から開始されたオープンイノベーション実践教育プログラムの 6 つの専門
技術教育プログラムの一つである「セキュリティ技術教育プログラム」として発展し、
実施されている。
さらに、経済産業省の 2009 年度「IT 人材育成強化加速事業」を受け、山口大学知
能情報工学科では、先述の大学院教育プログラムに続き、学部教育（科目及び教員）
の補強を検討することになった。ここでの補強のねらいは、
「基礎となる、IT 人材に
求められる「ヒューマンスキル」と「IT 技術者教養」に関する科目を追加し、教員
を強化する」ことである。特に講座の設計において配慮された点は、「学から産への
橋渡し教育となること」また「自立自走できる持続可能な教育であること」である。
この検討結果として、
「ロジカルシンキング」
、
「プロジェクトマネジメント(PM)」、及
び「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」が 2010 年度から学部教育へ導
入された。
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政府・産業界

知能情報工学科

H17年

日本経団連 ６月
提言「産学官連携による高
度な情報通信人材の育成
強化にむけて」

H１8年

文部科学省
「先導的ITスペシャリスト
育成推進プログラム」

知能情報工学科 １０月
「高度情報教育システム
WG」 発足

H19年
・企業ﾋｱﾘﾝｸﾞ （調査）
・教員強化のための研修
・特別講演会開催

大学院プログラム準備

大学院 ４月
「高度情報教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
開始

H20年

４月 「高度情報教育
委員会」 発足
H21年

経済産業省 （H21年度）
「IT人材育成強化加速
事業」
山口大学マッチングWG

H22年

（幹事企業）日立製作所
（教材提供）日立インフォメー
ションアカデミー
（教育実施者）山口大学教員

H23年

学部 ８月
「IT人材育成強化加速
事業・産学マッチング・
拠点大学」
学部教育の補強準備

知能情報工学科 ４月
「新科目（ﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞな
ど）の開始」
大学院 ４月
ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ実践教
育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ｾｷｭﾘﾃｨ技術
教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」開始
※「高度情報教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」から発展

図表
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山口大学のロジカルシンキング講座設置の背景

(2) 導入の狙い
教育プログラムや科目の設置では、通常、育成すべき人物像を設定し、それに向け
ての教育を行うが、これでは、育成すべき人物像（職種）やスキル毎に教育が必要で
あり、しかも教育内容が時代と共に変わりえる。そこで、「技術の進歩（内容）に影
響されず、不変的であること」また「 職種（育成すべき人物像）に依存せず（普遍
的）、組織の中で仕事をする上で必要であること」に着目し、企業ヒアリングを通し
て科目を検討し、ロジカルシンキングを導入した。この企業側が「ビジネスの世界に
おける勝敗を分ける力」と位置付けるロジカルシンキングは、企業の人材育成におい
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ても極めて重要な講座である。なお、本講座は、論理的思考能力の基礎を養うことを
目的としている。特に、論理的思考能力の基礎を早い時期に習得させ伸ばしていくこ
とが、大学での基礎学力から専門知識の習得を高めることにつながると考え、1 年次
の講座として導入された。
(3) 教育目標の設定
「ロジカルシンキング基礎」は、競争に勝てる高度 IT 人材を育成するために、IT
企業に蓄積された貴重なノウハウに基づいて開発された。本講座では、大学での勉学、
研究活動をより効率化する、さらには将来ビジネスの世界で活躍するための基礎力と
して、「論理的に物事の本質を捉える力」及び「誰にでもわかりやすく説明する力」
を習得するための集中的な基礎訓練を、入学早々に 1 年次を対象に実施する。
(4) 実施検討体制
2010 年度に本講座を立ち上げるにあたり、2010 年度から大学教員自身による講座
実施を目標として、2009 年度に学内において、企業講師による研修を、情報系の 4
年次、修士 1 年次、及び修士 2 年次を対象として、2 回（1 回目の参加学生：20 名、
2 回目の参加学生：15 名）実施した。この研修では、講座実施担当教員らが見学した。
さらに、この研修の後に、講座実施担当教員による模擬講義を、情報系の 4 年次（15
名）を対象として 1 回実施した。模擬講義は、企業講師らによる見学と評価が行われ
た。なお、学科内の理解また専門科目等への波及を考慮し、これらの研修や模擬講義
の実施は、学科教員へも周知され、見学可能とした。さらに、講義の TA は、本研修・
模擬講義を受講した学生、若しくは、担当教員から直接トレーニングを受けた者とし
た。
講義で利用する教材開発においては、連携企業と、頻度よく顔を合わせての打合せ
を行った。本講座で利用する教材を明確にし、講義のノウハウだけではなく、著作権
などに関する教材の取扱いなど、事前に十分調整し、大学・企業間の連携を円滑に行
える環境を構築した。
(5) 準備における主要な作業
① 実施に際しての検討事項
 学習効果を考慮した授業計画（内容・日数・時間）
 学生のレベルと講義レベルのマッチング
 担当講師・TA の人材確保・養成
 実施環境及び教材
② 解決策
1) 学習効果を考慮した授業計画（内容・日数・時間）
本講座への導入を検討した内容は、以下のものである。本内容は、先述の 2009
年度に学内において、企業講師によって実施された研修内容である。この内容は、
(株)日立インフォメーションアカデミーにて、新入社員研修等で実施している
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「ロジカルシンキング基礎」の教材また指導方法と、ほぼ同様のものである。研
修の実施日程は、2 日間であり、実施時間は、1 日目：9:00～17:40、2 日目：8:40
～17:40 であり、両日共に、約 1.5 時間に 1 回の割合で 10 分の休憩及び 1 時間
の昼食時間を設けた。なお、グループ演習は、1 班 5 名程度で構成された。
【講座内容】
第 1 回 ロジカルシンキングとは何か
 講座全体像の理解
 ロジカルであるとは
 論理展開の基本構造
 ロジカルシンキングに必要なマインド
第 2 回 論理的問題解決のツールとマインド
 仮説検証思考
 MECE
 ロジックツリー
第 3 回 演習(1)
 2 で学ぶ内容を活用した演習
 WHY 型ツリー作成
第 4 回 論理的コミュニケーションのツールとマインド
 ピラミッドストラクチャー
 問題解決 －拡散と収束－
第 5 回 演習(2)
 ピラミッドストラクチャーに基づく演習
第 6 回 総合演習
 論理的問題解決と論理的コミュニケーションの両方を求められる難易度が
やや高い総合演習。
山口大学では、大学 1 年次のための実践的講座を実施するために、上記の内
容をベースとして、次の項目の対応を行った。
 本講座は、座学を中心とした事前学習を実施した後に、グループ演習を中
心とた 2 日間の集中講義を実施することとした。
 座学の部分は重要であるが、学生にとっては苦痛である概念などが、長く
なることから、1 回 30 分程度のものを 7 回、関連講義にて実施することと
した。
 グループ演習は、集中的に実施する方が効果的であると判断し、2 日間の
集中講義とした。ただし、可動式の机がある教室の確保が困難であったこ
と、及び集中講義の時間確保のため、夏季休業中での実施となった。
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2) 学生のレベルと講義レベルのマッチング
 企業講師による研修を、情報系の 4 年次、修士 1 年次、及び修士 2 年次を
対象として 2 回実施した。研修後には、研修と担当した企業講師から、受
講学生の反応や研修内容のレベルに関するヒアリングを行った。また、受
講学生へ、講義内容に関するアンケート及びヒアリングを行った。
 講座実施教員による模擬講義を実施し、
講義レベル・実施方法を検討した。
3) 担当講師・TA の人材確保・養成
 連携企業先において、研修内容を見学した。
 企業講師による研修を、2 回実施した。講座担当教員は、研修を見学し、
教育指導方法を学んだ。
 模擬講義を実施し、教育指導方法について企業講師から指導・助言を受け
た。
 TA は、研修受講学生また模擬講義受講生を採用した。平成 24 年度からは、
研修受講学生また模擬講義受講生がいないことから、講座担当教員から直
接トレーニングを受けた者とした。

1.2 ロジカルシンキング講座の実施・運用
(1) 講座の進め方
① 「教育目標の概要」
本講座では、次の基礎能力の習得を目的とする。
 論理的に筋道をたてて考える能力。
 考えを誰にでもわかりやすく、説得力をもって説明する能力。
② 「実施・運用」
ロジカルシンキングの基本概念について、座学を中心とした事前学習(210 分程
度)を実施した後に、グループ演習（1 班 5 名で構成）を中心とした 2 日間の集中
講義(6 コマ：540 分)を実施する。座学の部分は、30 分程度であっても、学生の集
中力には限界があることから、学生のモチベーションを上げる話題(就職の話や仕
事でのロジカルシンキングの活用例など。）や、講義内容へフェルミ推定を追加す
るなど、個人でのミニワークやクイズを多くする工夫を行った。集中講義では、
実施体制を 2 クラス制とし、教員と TA の目が、各演習グループへ十分に届くよう
に配慮した。
(2) 講座実施上の留意点
 座学では、受け身の学生が多いことから、講義中において、学生への問いかけ
や、学生に発言させる機会を多く持つように工夫した。
 集中講義でのグループ演習の班分けは、5 名を最大人数とし、グループ分けは、
単に連続した学籍番号でグループ化するのではなく、ある程度、離れた番号の
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学生でグループを構成した。女子学生が少ない場合は、演習グループに女性が
1 名となることは、避けた。
 1 年次は、特に、グループワークを行う機会が少ないことから、グループ内で
の役割を明確にするよう指示し、TA には、議論が進んでいないグループへ積極
的に声かけをするように指導している。
 講義では、ロジカルシンキングのスキル（技）のみを教えるだけではなく、マ
インド（心）の重要性についても解説し、グループ演習の際にも活用するよう
に指導している。さらに、演習では、コメントを出すタイミングや演習実施後
に振り返りを行わせることで、学生自身による気付き「なるほど」を実感でき
るように、工夫を行っている。
(3) 講座実施環境
① 講義
 講義の実施は、開始当初から企業講師の援助を受けることなく、山口大学の
教員が実施している。
② 実施環境：座学（前期）
 1 クラス 80 名で実施。
 教員 1 名、TA なし。
 固定式机の講義室。
③ 実施環境：グループ演習（夏季集中講義）
 1 クラス 40 名の 2 クラスで実施。グループ演習は、1 班 5 名で構成される。
 各クラス教員 1 名、TA 2 名。
 説明及び発表用講義室[1 クラスにつき 1 講義室（固定式机）]、備品：プロジ
ェクター、書画装置。
 グループ演習室（1 クラスにつき 2 部屋）、備品：可動式机。
 各グループへの演習実施用配布物：A4 及び A3 用紙、付箋、ペン。
④ 教材
 2010 年度から 2011 年度は、企業提供の教材及び演習課題（PowerPoint）を、
大学生へなじむようにアレンジしたものを利用した。ただし、著作権への配
慮のため、利用した教材は、教室内での利用のみとし、演習等で学生へ配布
した資料は、講義終了後に、すべて回収した。
 2012 年度から、上記の企業から提供された教材に加えて、教科書（
「大学生の
ためのロジカルシンキング」J.B.企画）を利用している。
(4) チーム形成
2.2(3)で記述したように、グループ演習では、1 班 5 名で構成される。また、極力、
コミュニケーションが少なかった学生間で各班が編成されるように配慮している。グ
ループ演習では、演習前にグループ内での役割分担（ファシリテーター、書記、タイ

3-16

ムキーパー）を決めて演習を開始する。演習後には、必ず、演習の振り返りをグルー
プ内で行わせ、時間に余裕がある場合は、全体への発表時間を設ける。
(5) ユニークな取り組み例
 本講座は、論理的思考能力の基礎力取得を目指すものであることから、1 年次
の前期に実施し、本講座に続く、知能情報工学科の専門科目において、基礎
を波及させ、発展させる工夫を行っている。例えば、1 年次後期で受講する
IT マネジメント概論（必修）
（内容は「プロジェクトマネジメント(PM)」
、及
び「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」）において、ロジカルシ
ンキングを活用する演習が盛り込まれており、継続的に、論理的思考能力を
鍛えるように配慮されている。情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)では、
「PC が電源を押して起動しない原因分析」や「普段使用している
PC のセキュリティ対策の検討」のロジックツリーを活用して実施する演習を
行うなど、ロジカルシンキングの手法を学生へ意識させて他の講義において
も活用している。
 就職指導への適用として、独自に制作された教科書（
「大学生のためのロジカ
ルシンキング」J.B.企画）を用いてロジカルシンキングによる自己アピール
の仕方の指導を、学部 3 年次と修士 1 年次の希望者に行っている。

1.3 ロジカルシンキング講座の実施結果
(1) 学生成績評価
試験 0％、レポート 0％、平常点評価 0％、その他 100％（講義中の演習にて評価）
。
講義中の演習（プレゼンテーションを含む）において、1 クラス 40 名の学生がいる
ことから、基本的には 2 つの観点（グループ評価（4 段階）及び個人評価（4 段階）
）
から、成績評価を行った。なお、グループ演習では、グループ内での役割などを考慮
して個人評価を行っている。また、4 段階評価以外に、特に優秀な学生へも配慮を行
っている。ただし、1 クラス 40 名の学生を、詳細に評価を行うことは困難であるこ
とから、成績評価は継続した課題となっている。なお、参考として、2011 年度の受
講者は、89 名(内 1 年次 88 名)であった。成績が不可の学生はおらず、全員 60 点以
上の成績であった。また、平均点は、85 点であった。
(2) 定量的実績報告
① 受講者の評価
以下には、講座終了後(夏季集中講義実施後)に受講生へ実施したアンケート結
果を示す。設問は、5 つのカテゴリー（A：講座内容について、B：演習内容につい
て、C：教員について、D：受講生自身について、E：講座全般について）に分類さ
れている。なお、評価は、4 段階（1：そう思う、2：ややそう思う、3：あまりそ
う思わない、4：そう思わない）である。また、無回答は集計から除いた。
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そう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

そう思わない

A1:講義の内容は，明快でわかりやすかった
A2:教材の内容は，明快でわかりやすかった
B1:演習内容は，取り組みやすかった
B2:演習内容は，やりがいがあった
C1:熱意をもって取り組んでいた
C2:わかりやすい説明だった
C3:時間配分，資料の見やすさ，声の聞き取りやす…
C4:学生の質問に積極的に対応していた
D1:熱意をもって取り組んだ
D2:不明点などの質問，調査を行った
D3:学習目標を達成することができた
E1:IT業界に対する関心が高まった
E2:今後の学習に対する意欲が持てた
E3:この講座を後輩へ薦めたいと思う

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図表
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2010 年度に実施された講座のアンケート結果（回答者数：74 名）

図表
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2011 年度に実施された講座のアンケート結果（回答者数：89 名）

図表
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2012 年度に実施された講座のアンケート結果（回答者数：81 名）
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＜評価の傾向＞
3 年間のアンケート結果をみると、本講座は、全般的に良好な結果となっている。
2010 年度の実施開始当初から、質問項目 A1、B2、D1、D3 の結果は 3 回の実施すべ
てで、80%を超える学生が、講義の内容は理解しやすく、演習にやりがいを感じて
おり、熱意を持って取組み、学習目標を達成することができたと回答している。
また、質問項目 C1（熱意をもって取り組んでいた）及び C4（学生の質問に積極的
に対応していた。）の結果をみると、3 回の実施すべてにおいて良好な回答がそれ
ぞれ 90%また 80%を超えており、教員の熱意が十分に、学生に伝わっていることが
わかる。質問項目 A2（教材内容の分かりやすさ）及び B1（演習内容の取組みやす
さ）は、2010 年度に実施された 1 年目のアンケートでは、満足度が 80%を切って
いたが、2011 年度及び 2012 年度の結果では 80％以上の学生が良好な評価をして
おり、教材また演習内容が改善されていることがわかる。D2 の質問項目（不明点
などの質問、調査を行った。）において、やや低い評価となっている。これは、2
日間の集中講義であったため、自己学習の時間を十分に持つことができなかった
こと、また、グループ演習が主であったことから、問題解決は、グループ内で行
ったことが要因であると考えられる。
以上の結果から、講座の内容は、1 年次の講義においても適切であり、十分に効
果があるものと考える。
1) 受講者の声（受講目的、修得目標）
「本講座に期待したもの」として、アンケートにおいて次のような回答があっ
た。
 ロジカルシンキングの知識の習得。
 ロジカルシンキングをして、自分の能力を向上させること。
 面接の仕方。
 将来、就職について考えるきっかけ。
 自分の考えられなかったことなど、視野を広げること。
 現在社会で必要とされているものがどういうものか。
 企業が行っている実践的な内容。
 社会に出て必要なスキルの習得。
 考える力、自分の視野を広げる。
 交流しつつ話し合うこと。
 まだ話したことのない人との交流。
 コミュニケーション能力がつくかどうか。
 ディベート能力の向上。
 プレゼンの雰囲気を経験すること。
 グループでの話し合いや発表。
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2) 受講者の感想（本講座で得られたもの）
アンケートにおいて次のような「良かった点」と「改善すべき点」の回答があ
った。
＜良かった点＞
 自分では考えもしないアイデアを様々な人から聞くことができた。
 自分の意見をしっかり言えて、こうした話し合う場所での力がついた。
 相手を納得させるための論理的な話の組立て方について知ることができて
良かった。
 意見を明確に伝えられる能力が必要だとわかった点。
 初めてだったので難しかったけど、回数を重ねるうちに上手くいくようにな
った。
 発想だけでは幅広いアイデアが出てこないので MECE の考え方を身につける
ことが大事だとわかった。
 相手に結論から述べて“なぜ”どのようにといったことを伝えることを学ぶ
ことができた。
 集中講義なので頭に入りやすい。
 就職時や就職後に役に立つと思うので受講して良かった。
 社会に出て必要とされる論理的思考を得るための足がかりとなるものだっ
た。社会における論理的思考の重要性を理解でき、学ぼうとする意欲が湧い
た。
＜改善すべき点＞
 もう少し時間を取って考えた方がよいと感じた演習があった。
 班ごとでもっと競えるようにしてほしい。
 TA のアドバイスがあまり良くない。
(1) 産学からみた評価
① 大学から
教材：アンケートの結果（質問項目 A 及び B）に示されるように、大学 1 年次の講
義においても適切な教材となっている。演習では、完全な正解を求める学生、ま
た時間不足を訴える学生もいたが、実社会には正解がわかっているものはなく、
答えのない問題に対して限られた時間内で解を出すことが求められる場面が多々
あることを経験することも、本講座の目的であることから、貴重な経験が本講座
の演習を通して得られている。
講師体制・レベル：2 クラス制（1 クラス:40 名程度）、また、グループ演習を、1
班 5 名としたことから、学生が講義に集中しやすく、教員や TA による指導も円滑
に行えた。これは、アンケート結果（C1 など）にも表れている。また、教員レベ
ルにおいても、アンケート結果（C2）をみると、わかりやすい説明と感じている
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ことから、教員自身での講義実施が十分に行えていることがわかる。
費用：消耗品として講義で準備するものは、A3 及び B4 の用紙、付箋、ペンである
ことから、負担は大きくない。
授業の進め方：関連講義において、座学を中心とした事前学習(210 分程度：30 分
×7 回)を実施した。座学部分は、集中実施よりも、分割実施の方が、大学にはな
じむと思われる。座学が長くなると、集中度が落ちることから、ミニワーク等の
実施の工夫が必要となる。
授業内容・難易度：アンケートの結果（B1 及び B2）に示されるように、全体的に
演習内容は取り組みやすく、やりがいがあるとの回答になっているが、総合演習
など、高校を卒業したばかりの大学 1 年次の知識や経験では取組むものが難しい
演習課題があることから、今後も、工夫の検討と内容の改善が必要である。
学生への影響：アンケート結果（記述式）をみると、学生は、本講義の内容を新
鮮に感じ、今後の様々な場面において活用しようという意欲が見られる。
実施スケジュール：2 日間の集中講義のため体力・集中力が危惧されるが、「集中
講義なので頭に入りやすい」とのアンケートの回答もあり、集中実施の効果があ
ったことが伺える。ただし、必修科目であることから、すべての学生が高いモチ
ベーションで取り組んでいるわけではなく、座学またグループ演習においても、
モチベーションコントロールが難しい。教員は、演習では特に進捗管理や全体を
みる必要があることから、これへの対策としては、TA の役割が大きい。
② 企業から
山口大学のこの取組みは、企業が入社者に、習得を業務命令として実施する 2
日集中版の内容を、大学に入って間もない学生諸氏に教えるという、実務ベース
では様々な障害がある中での実施だった。必修科目であるがゆえに、80 名/クラス
の学生全員の興味と集中度を継続させるのは、企業の想像を超えたハードルの高
いものであり、厳しさと愛情の 2 つによって若い学生諸氏を導く教員の方々の熱
意には敬意を表したい。
山口大学は、TT の最初のケースと言うことでもあり、教員の方々の企業実施内
容の数次にわたる見学、企業実施内容の大学での模擬実施（浜本研究室・河村研
究室の学生諸氏には受講者役を何度もお願いした。感謝申し上げたい。）など、綿
密な準備を行なった。この結果判明したことは、
 2 日間連続の集中教育、又は 90 分以上の連続レクチャーは集中度が必ずし
も続かない場合がある（とくに多人数を集めるレクチャー部分。
）。
 演習など、ワイガヤ的に実施する内容は 90 分/コマ、又は 1 日実施しても適
宜休息を挟めばおおむね良好な結果が得られる。
の 2 点だった。必修科目として全員対象に実施する（中にはモチベーションが高
くない学生も散見される場合がある。）には、この部分を各学校のコマ数、実施日
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程、充当できる TA、SA の数に合わせて工夫することが必須である。
愛媛大学の場合、企業では 8 時間のレクチャー部分を、2 日に分けてメッシュ型
にて実施し、成果を上げた（1 コマレクチャーを行い、1 コマ間を空けることによ
り、学生の気分転換を図り、集中度を高めた。1 日 2 コマ～3 コマ、2 日で 5 コマ
行なう）。この点が学校の事情を反映させた山口大学と愛媛大学の最大の違いであ
る。
また、TT の実作業においては、知財の取扱いについて細やかなご配慮をいただ
いた。翌年以降の愛媛大学、東京情報大学の TT を円滑に進めることに寄与した。

1.4 ロジカルシンキング講座の継続に向けて
(1) 今後の展望
① 大学から
講義は、実施当初より自立化し大学教員が担当しているが、今後は、さらに、
教材を大学生向けにアレンジし、より完全な自立化を目指す。具体的には、2012
年度から、独自に作成した教科書（「大学生のためのロジカルシンキング」J.B.企
画）を利用している。講義の PowerPoint や演習は、企業提供のものを一部併用し
ているが、将来的には山口大学独自のものを開発する考えである。
② 企業から
企業においても大学においても同様だが、ロジカルシンキングを「ハラ落ち」
（ど
のようなもので、何に使えるのかを理解するレベル）させるためにはこの報告書
に記述した時間数をかけることが必要であることが体験的にわかっている。しか
しながらせっかく習ったスキルであっても、日常、実際に使ってみることなしに
は使いこなせるようにはならない。企業においてはこれを目指し、
「ロジカルシン
キング中級」として実施中であるが、高等教育機関においては①研究室活動にお
いて、教員が折に触れ使用するようにリードする②他の科目に、同じ考え方を用
いた講義・指導を行うといったことが必要となる。この 2 つについても山口大学
では先鞭をつけている。企業にとっても大変参考になる事柄である。
企業としては、
「ロジカルシンキング初級を習得済み」又は「研究室活動を通じ
てロジカルシンキングを日常的に使用した」といった学生は、少しのトレーニン
グで現場に出せるし、現場からも間違いなく高い評価が寄せられるだろうと判断
する。したがってロジカルシンキングを正しい形で習得した学生諸氏が一人でも
多くなることを期待すると共に、山口大学に心から御礼申し上げたい。
さらに、上述のとおり独自の教科書を協力して作成したが、これらの行動を通
じて今後さらに越えなければならない大きな課題があることに気付いている。そ
れは「子供時代から論理性を鍛え上げられている英語国民に対しては、現状で教
えているロジカルシンキングでは必ずしも十分ではない」ということである。企
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業が提供しているものは、「HOW TO」であるからである。残念ながら日本で教えら
れているロジカルシンキングとは基本的にこのパターンである。今後、早急に対
応しなければならない重要課題とは「WHY」に基づいたロジシン（上記教科書参照）
を構築し、
「勝てるロジシン」としてさらに浸透・展開してゆくことである。
(2) 今後の課題
 TA の強化。
 他科目の波及（繰り返しの訓練。
）。
 学内また学外へのロジカルシンキングの必要性の啓発。
 講座の外部評価。
企業の研修では受講生は、モチベーションが高く、実社会もある程度経験して
いる。大学生の場合、特に、高校を卒業したばかりの 1 年次を対象とした場合は、
社会経験また専門知識も乏しい。このことから、座学部分における学生の集中度
を上げる講義内容の工夫、また、より大学生へなじんだ演習の追加を、さらに進
めていく必要がある。受講学生が多いことから、演習では TA の役割が大きく、山
口大学ではロジカルシンキングを経験した学生を TA として採用しているが、アン
ケートにて「TA のアドバイスがあまり良くない」などもあり、適切なアドバイス
ができる TA の育成が課題である。
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2. 実施パターン 2（受講希望者中心にじっくり教育タイプ）
2.1 ロジカルシンキング講座の準備と計画
(1) ロジカルシンキング講座設置の背景
情報分野の関連企業においては、「情報系分野の基礎理論・基礎知識」に加えて、
「企業や組織の中で、多様な人々と共に仕事を行っていく上で必要となる基礎的な能
力（社会人基礎力）」を重要視する企業が多くなっている。このような背景から、東
京情報大学では、入社してからの人材育成に円滑に接続できるような実践的な能力を
持った学生を養成することを目的とした総合的キャリア教育に取り組んでいる。具体
的には、コミュニケーションスキル、数量的スキル、問題解決能力等の能力を伸ばす
取組みとして、少人数制による基礎演習科目やキャリアデザイン科目を設置している。
しかし、教育機関において実践的な人材を輩出する教育を実現するためには、産学連
携による質の良い教育内容の実施が必要である。
(2) 導入の狙い
汎用的能力を育成するための基礎力である論理的思考能力（ロジカルシンキング）
などのパーソナルスキルに関して、大学教育に企業での教育プログラムを導入するこ
とで、大学と企業の連続した人材育成を実現し、学生の修得レベルの向上を目指す。
(3) 教育目標の設定
社会人として必要な基礎力であるシステム実現力や問題解決能力、論理的思考力な
どの汎用的技能を身につけるため、ロジカルシンキングなどのパーソナルスキルを養
う。
(4) 実施検討体制
本事業で計画した教育を実施する実践的 IT 講座としては、2012 年度から開講予定
の「IT キャリア基礎」科目を予定している。
「IT キャリア基礎」科目は全学科共通の
キャリアデザイン科目の一つであるが、学科単位で実施する。本事業の対象講座は情
報システム学科の「IT キャリア基礎」科目とし、情報システム学科の 2 年次を対象
として開講する。本講座の開設準備及び担当は、学科長を中心として担当教員 3～4
名（場合によっては外部講師を追加）を予定している。また、2012 年度は情報シス
テム学科で実施するが、2013 年度以降は、2012 年度の成果を評価し、大学が自立し
て講座を継続できるように体制を整備すると共に、他学科への拡大を目指す。
(5) 準備における主要な作業
① 実施に際しての検討事項
 学習効果を考慮した授業計画（日数・時間）
 学生のレベルと講義レベルのマッチング
 担当講師・TA の人材確保・養成
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② 解決策
 学習効果を考慮した授業計画（日数・時間）


企業の教育モデルを応用するため、集中講義形式（4 日間 15 講義）として
講じた。



学生の集中力や負荷に対して対応しやすい自由度の高い時間割を編成した。

 学生のレベルと講義レベルのマッチング


模擬講義による測定、アンケートによるレベル調整を実施した。



他大学での類似講義実施情報を元に、講義レベル・実施方法を検討した。




インストラクション手法の大学教員への移植
事前に大学教員・TA が企業の同研修を聴講し、講義内容・インストラクシ
ョン手法の支援を受けた。



模擬講義にて、教育指導方法について企業からの指導・助言を受けた。



実施に際して模擬講義受講生を TA として活用した。

2.2 ロジカルシンキング講座の実施・運用
(1) 講座の進め方
夏季休暇中 4 日間の集中講義で、前半 2 日間を座学中心、後半 2 日間を演習で構成
する。講義内容を次に示す。
コマ

1

2

3

項

目

概

要

形式

日程

(1) 社会人基礎力の紹介
(2) アイスブレイク演習「なぜ？で本質を考える」
ペアワーク、クラス内共有（挙手 or 講師の指名） 座学、
(3) 論理展開の基本（帰納法、演繹法）
ミニ演
(4) クリティカルマインド
習
(5) 演習「論理展開とクリティカルマインド」
個人→ペア、クラス内共有（挙手 or 講師の指名）

1 日目

仮説検証思考とゼロベース思考
仮説の列挙 ブレーンストーミ
ング（ライティング）

(1) 仮説検証思考
(2) 演習「仮説検証思考(フェルミ推定)」
ペアワーク、クラス内共有（挙手 or 講師の指名）
座学、
(3) ゼロベース思考
ミニ演
(4) 演習「ゼロベース思考(先入観による判断)」
習
ペアワーク、クラス内共有（挙手 or 講師の指名）
(5) 仮説の列挙（ブレーンライティング）
グループワーク、クラス内共有

1 日目

MECE

(1) MECE
(2) 演習「MECE の分解 1」
個人→ペア、クラス内共有（挙手 or 講師の指名）
座学、
(3) 演習「MECE の分解 2」
ミニ演
Gr ワーク（4 名～5 名）、クラス内共有（発表）
習
(4) フレームワーク（分解例）
(5) 課題「身の回りの MECE な切り口を探す」
個人ワーク、第 4 回の講義までに考える

1 日目

論理展開の基本と
クリティカルマインド
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4

ロジックツリー

(1) 演習「発見した、身近な MECE の共有」
Gr ワーク（4 名～5 名）、クラス内共有（挙手）
(2) ロジックツリー(LT)
(3) 演習「LT で網羅的に具体化する」
個人ワーク、LT の作成に関する質疑応答

5

ピラミッドストラクチャ

(1) ピラミッドストラクチャ(PS)
(2) 演習「PS でコミュニケーションする」
個人→ペア、PS の作成に関する質疑応答

6

中間テスト

「1 コマ～5 コマの講義部分の効果測定と評価」
・試験そのものは 30 分程度
・30 分程度は自習させ、その後試験を行う。
・回収した後、正解を確認させながら解説する

7

中間テスト解説

8

ロジックツリー

Gr 演習（1）「ロジックツリー」
テーマ：O 市の猫が減った原因は？（Why）
Gr ワーク（4 名～5 名）

演習

3 日目

9

ロジックツリー

Gr 発表（1）「ロジックツリー」
Gr 演習（1）振り返り

演習

3 日目

10

ピラミッドストラクチャ

Gr 演習（2）「ピラミッドストラクチャ」
テーマ：小学生に携帯電話を持たせるべきか？
Gr ワーク（4 名～5 名）

演習

3 日目

11

ピラミッドストラクチャ

Gr 発表（2）「ピラミッドストラクチャ」
Gr 演習（2）振り返り

演習

3 日目

12

総合演習

総合演習「問題解決のプロセス」
テーマ：フィットネスクラブのケース
・なぜ利益が下がったのか（LT/Why）
・主原因の特定と課題化
・どうやって課題を解決するか（LT/How）
・最優先解決策の選定
・オーナーに経営維持の策を提案する（PS）
Gr ワーク（4 名～5 名）

演習

4 日目

13

総合演習

演習

4 日目

14

総合演習

演習

4 日目

15

総合演習

演習

4 日目

座学、
ミニ演
習

2 日目

座学、
ミニ演
習

2 日目

2 日目

2 日目

総合演習発表「問題解決のプロセス」
総合演習振り返り/学びを活かすために

図表
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講義内容

(2) 講座実施上の留意点
キャリアデザイン科目群（情報社会と職業等）の充実と併せ、基礎能力科目群（グ
ループ・コミュニケーション等）の上位に位置付け、3 年次のゼミ、インターンシッ
プへとつなげる。履修前提条件は特に設定しない。
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図表

3-6

ロジカルシンキング科目の位置付け

(3) 講座実施環境
1 クラス（30 名）で 6 人程度のグループを複数構成し、グループワークができるよ
うに配置する。必要機材はプロジェクタと PC(PowerPoint で資料を提示。)。可能で
あれば、グループ毎にホワイトボード、書画装置、プロッキー、ポストイットなどを
配置する。
(4) チーム形成
本講座は 30 名×2 クラスで実施し、クラス内に 5 名×6 グループを編成する。クラ
ス毎に大学教員 2 名＋TA 2 名を配置し、後半 2 日間の演習には企業から講師 1 名の
支援を受ける体制とする。
(5) ユニークな取り組み例
企業内教育の進め方を参考とし、学生が自ら考え、それを発言する機会を作ること
を重要視して講座をデザインした。講座を支援するサポート学生に対しては事前に教
育を実施し、受講生の進み具合や議論の内容に応じて対応できるように準備を進めた。

2.3 ロジカルシンキング講座の実施結果
(1) 学生成績評価
平常点（40％）
、中間テスト（40％）
、期末テスト（20％）
(2) 定量的実績報告
① 受講者の声（受講目的、修得目標）
受講者が受講前に期待した内容として、
「就活の時に必要なロジカルシンキング
に期待した」、「論理的に考える力を強化する」、「思考能力の向上、説明する力の
向上」、「物事を考えることやコミュニケーション」、「実用的な技術の習得」など
の意見があった一方、「単位が取れればいいやという考え」という意見もあった。
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② 受講者の感想（本講座で得られたもの）
 良かった点・後輩への履修推奨など


物事を論理的に考えるプロセスの手法を学べた。



他人とのコミュニケーションが取れて良かった。団結力が生まれた。



論理的な考え方を学べた。普段の講義と違った授業を体験できた。



後輩への履修推奨については、17 人中 14 人が「そう思う」
「ややそう思う」
と回答。

 改善を望む点


設問ごとの時間が短い。



教える人間が変わることで、内容やニュアンスが違ってくるのではないか。



教員ごとに教え方が異なっていた。

(3) 産学からみた評価
① 大学から
本講座の目的は、企業で求められる論理的思考能力を早期から育成し、3 年次か
らのゼミ活動、研究活動、そしてインターンシップなどの就職活動に役立たせる
ことを目的として実施した。受講者数 60 名を予定していたが、結果として 17 名
の受講者数であった。夏休みの集中講義である、あるいは本講座の目的や必要性
が学生、特に情報システム学科以外の学科の学生に周知が不足していた点が問題
と考えられる。しかし、本講座を実施した結果、本講座実施内容の特性から、60
名近くの受講生が参加した場合には、学生の対応に追われて講義内容が中途半端
になってしまったのではと危惧され、第一回目の講義としては、人数的に適切だ
ったのではないかと考える。また、受講前に「単位が取れればいい」と考えてい
た学生が受講後には「内容が深く、今後の生活にいかせそう」という考えに変化
している例があることから、ロジカルシンキング講座のメリットを教育すること
ができたと考える。教員の講義指導内容については、事前の企業研修や企業と連
携した大学での模擬講座の成果により、本講座内容が専門外の内容であるにもか
かわらず良くできたのではと考える。しかし、教員間での考え方の違いなどを受
講生から指摘されている点もあり、指導者側の継続したスキルアップも必要と考
える。
② 企業から
本年の東京情報大における産学協働活動は、従来の国立大学（山口大学・愛媛
大学）では必修科目としての位置付けであり、母数は比較的少人数対象であった
のに対し、私学ゆえ「幅広い学生層」
・多人数の母数に対するものであり、大きな
チャレンジだった。結果的には教員の皆様の情熱と、結果的に選択科目ゆえの少
人数実施であったことにより、密度の濃い指導ができたことによる大成功と判断
する。例えば、過去の国立大学での経験では、学生を 2 日間集中して受講させる
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のは疲労度が高い、との判断だったが、東京情報大学の場合には 4 日連続の実施
にもかかわらず、受講者の学習意欲は最終日まで全く落ちることがなかった。こ
れは正直企業側から見て、想定外の大成果である。十分な準備と教員・TA（大学
院補助）/SA（学部学生補助）の努力によっての一つのブレークスルーができ本年
度の大きな進歩と考える。この成功の背景には、①受講者が「希望者」であった
ことにより、成績が必ずしも振るわない人であってもモチベーションが高かった
こと。②推測であるが、学風による部分も影響しているように推測する。4 日間と
もなれば必ず集中度が途切れることがあるが、
「次は君の発表の順番だけれど大丈
夫だよね」のようにお互いに声を掛け合う姿も見えた。これらのことは逆に、来
年度以降、いかに教員の方たちの負担を減らしながら同様の成果をもたらすかの
検討が次の課題と思える。TA/SA（自ら学べる機会・一度身につけた素養をリファ
インする機会である。
）をうまく育て活用することが一つのポイントかもしれない。
（例：演習において。経験の浅い SA は 1 グループを指導し、経験を積んだ TA は
SA を取りまとめながら数グループを指導する等。
）。高等教育機関どこでも言える
ことであるが東京情報大学の教員の方たちの事前準備の周到さ、緻密さは企業か
ら見て学ぶことも多く、真摯さに改めて感動した。

2.4 ロジカルシンキング講座の継続に向けて
(1) 今後の展望
① 大学から
本講座を継続して実施していくためには、指導者の確保、補助学生の育成を計
画的に進めると共に、本講座を受講した学生が、その成果をゼミ活動や就職活動
でどのように生かせたかなどを継続的に評価し、本講座の必要性や重要性を示す
必要がある。一方、本講座に対する学生の認知度を上げるためには、ロジカルシ
ンキングの必要性について学生を採用する企業側からも啓発する必要があると考
える。また、ロジカルシンキング講座の実施内容や実施方法については、受講生
の前提知識や受講後の活用内容、目的によって見直していく必要性があると考え
られるので、産学官で継続したレビューが必要だと考える。
② 企業から
ロジカルシンキングをスタートラインとするコンセプチャル系訓練は、日本の
産学官においては揺籃期の段階であり、グローバルベースで戦うためには進化さ
せかつ各組織への展開が焦眉の急と考える。例えば高等教育機関では、他の科目
への応用や毎日の研究活動への展開がそれであり、産業界においても全く同様で
ある。他のビジネス系・IT 系科目へ一刻も早く応用させ、また実務の実際の効率
化に展開するか。このことはまさしく産学官協働活動に引き続き反映させてゆく
必要性を示している、と考える。

3-29

(2) 今後の課題


演習問題のバラエティある品揃え。



補助学生（TA）の人員強化。



他の履修科目への応用。



ロジカルシンキングの演習課題への応用。



社会ニーズである汎用的能力育成を大学教育に定着。



大学と企業との連続性と継続性のある教育の実現。

図表
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産学連携教育の実現
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3.

実施パターン 3(短時間エッセンスタイプ)

（中央大学理工学部の例～概念と重要性を早期に「気付かせる」
。）

3.1 ロジカルシンキング講座の準備と計画
(1) ロジカルシンキング講座設置の背景
中央大学理工学部では 2008 年度から「段階別コンピテンシー育成教育」を計画し、
2009 年度から情報工学科を筆頭に科目への導入を開始した。情報工学科では、画像・
映像を成果物として得る半年単位のチームプロジェクト型演習科目(2 年～4 年)と卒
業研究(4 年)を中心にコンピテンシー育成を企図したが、その以前の段階での論理的
思考力を中心とするコンピテンシー育成の必要性が関係者に強く認識された。特に、
学生自身の「気付き」を促す機会を早期かつ全員に提供する工夫が必要との結論に至
った。
入学定員 90 名の学科の学生「全員」に機会を提供するためには必修科目とするの
が一般的である。一方で、コンピテンシーに関する「気付き」を学生に与えるために
は、学生個々の顔が見える状態で、かつ、協同作業を伴う内容が効果的であることも
それまでの取組みで明らかであった。このため、90 名（実際には再履修生を含めて
100 名前後。）の顔が見える状態で、かつ、協同作業で、ロジカルシンキングに関し
て気付かせる内容をいかに設計するか、実施可能な教育支援体制をいかに組むかが課
題であった。
(2) 導入の狙い
情報工学科専任教員団は、これまでの教育研究の実績から論理的思考に関する経験
を積み、卒業研究等を通じて学生に論理的思考に関する教育を実施している。しかし、
ロジカルシンキングに関する系統的教育に関しては経験が浅い。加えて、既に担当済
みの科目や業務で余裕がないため、産学連携を生かして教育の設計及び実施を図るこ
ととした。導入により、情報工学科学生全員にロジカルシンキングの必要性・重要性
について「気付き」を促し、自己の振り返りと向上意欲を喚起することを狙いとし、
ロジカルシンキングの利活用については今後の検討課題として、今回の狙いから分離
した。
(3) 教育目標の設定
情報工学の色々な専門技術を勉強するための橋渡しであり、情報工学科が育成する
人材像に必要な 7 種のコンピテンシー（行動特性）のうち、問題解決力特に課題発
見・課題分析・論理的思考を向上することが目標論理的に考えるための基本的な方法
（ロジックツール）を学び、その方法を使って自分の考えを整理する力を身につける
(4) 実施検討体制
実施検討体制は、2011 年度実施のための 2010 年度～2011 年度のものと、2012 年
度からの自立化を睨んだ 2011 年度後半からのものに分けられる。
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前者では、2010 年度秋にマッチング企業関係者と科目主担当教授によるワーキン
ググループを構成し、講座の内容・量・教材の設計を行った。2011 年度からは実施
担当者（産業界）、支援者（TA を務める大学院生 1 名。
）も含めて講座のシミュレー
ション、各回の振り返りを実施した。
後者では、科目主担当教授を中心に学内関係者（情報工学科教員、理工キャリア支
援課職員）で自立化に向けた担当者選考・教材選定・内容調整を行った（後者の作業
とこれに伴う 2012 年度講座実施状況は 3.4(1)にて後述。）。
(5) 準備における主要な作業
準備作業を開始したのは 2010 年秋である。学内手続き上、2011 年度カリキュラム
は確定しており、科目内容や担当者の調整のみが可能であった。そこで、ロジカルシ
ンキングを既設の情報工学科専門教育科目の内容の一部として導入する方針とした。
この方針と 3.1(1)及び 3.1(2)で述べた背景・課題の解決を両立可能な科目として、
「情報工学基礎演習」
（1 年次必修科目、後期開講。）を選定した。当該科目は、情報
工学の色々な専門技術を勉強するための橋渡しであり、情報工学科のカリキュラムに
おける色々な科目がなぜ必要であるのかを体得し、情報工学科が育成する人材像に必
要なコンピテンシーのいくつかを向上することを目標として設置されていた。実施形
態は原則として 3 名又は 4 名で 1 班を構成し、チームとして一つの演習テーマに 2 週
間取組むもので、講座内容との適合性が高いと判断した。他の候補科目としては「技
術文書作成演習」があったが、選択科目であることと同一題材で一斉かつ単独で作業
に取掛かる形態であることから、対象から外した。
対象科目の選定後、ワーキンググループでは主に以下の論点で検討を行った。
 2 週間（90 分 2 コマ）でロジカルシンキングの何をどこまで教えるのか。
→「気付き」を促すことが主であり、ロジックツールの使い方を教えるもの
ではない。
 講座中に学生にどのような行動を期待するのか。
→学生自身（班単位）の行動時間を多くし、「気付く」可能性を増やす。
 気付きを得た学生が自主的に継続学習をできるようにするにはどうするか。
→教材に講座実施内容以上のものを含み、自身で調べたりすることができる
ようにする。
 それらを支える教材をどうするか。
→支援企業が保有する社会人対象のロジカルシンキング教材から抜粋したも
のを中心に、学生の「気付き」を促し、自主的な継続学習に適する内容とす
る。
 著作権の帰属先は支援企業か大学か、教材配布方法と費用徴収方法をどうす
るか。
→著作権は支援企業に所属する。教材は大学が必要数を企業から購入し、学
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生に配布する形態とする（生協等での教科書販売に含めない。）
。
並行して、実施担当者の兼任講師委嘱手続を進める必要があったが、産学による事
情の違いが露呈した。大学ではこのような手続は年末から年明けに掛けて本格化させ
る必要がある一方で、産業側では実施担当者を必ず派遣できることを約束できるもの
の、少なくとも次年度人事が内示されるまでは実施担当者を確定できないし、実施時
期の業務状況で変更もあり得る。このため、2011 年度は支援企業から複数名が 2 週
単位で実施担当者を務めること、学内では「ゲスト・スピーカー」と呼ばれる制度を
利用して手続き時期や後日の担当者変更を柔軟化したこと、の 2 点で解決を図った。
このため、担当者間の意識合わせ・申し送りの重要性と支援者（TA）への明確な指示
が必要との認識に至り、実施直前及び実施期間中の振り返りがなされることとなった。

3.2 ロジカルシンキング講座の実施・運用
(1) 講座の進め方
前述の通り、講座は「情報工学基礎演習」の 1 テーマとして、約 30 名定員の学科
ゼミ室のレイアウトを変更して実施した。PowerPoint による全体説明の後、各班（1
班 3 名～4 名、計 5 班～6 班）は割り当てられたホワイトボードを用いて班内作業に
取り組んだ。ホワイトボードに残された結果を担当者が講評することで、学生の「気
付き」をより促す構成とした。そして、次回までの班別に簡単な宿題を課し、2 回目
冒頭にその結果をホワイトボードに記載させ、講評することで、前回からの継続性を
確保した。
(2) 講座実施上の留意点
それまでのコンピテンシー自己点検結果等から、1 年次の多くは自身のコンピテン
シー水準について過大評価の傾向があることがわかっていた。このため、学生自身に
「これまでの自分の思考は論理的ではなかった」と良い意味での挫折感（気付き）を
与え、続いて、「ロジカルシンキングは科学的方法論があり、習得できる」と向上意
欲を持たせることができるよう、教育を実施することが最大の留意点であった。この
ため、担当者や支援者にとって学生の顔が見える程度の少人数構成とすること、学生
が主体的に取組むよう説明時間を最小限とすること、これらを通じて重要性の認識と
現状把握を促すこと、を 90 分 2 コマという短時間でどう構成するかがポイントであ
った。
(3) 講座実施環境
講座を実施した学科ゼミ室は、移動・折り畳み可能な机・椅子が設置されていた。
実施時間中は机・椅子のレイアウトを変更し、かつ、各班にホワイトボードや文房具
を割り当てて、全体説明の聴講・班別作業・他班への講評傍聴を容易にした。レイア
ウト変更は支援者と学科職員により行い、終了時の変更（復帰）は場合によっては学
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生にも手伝わせることで対応した。
(4) チーム形成
各班は 3 名～4 名で構成し、5 名～6 班で各回を実施した。班構成は、コミュニケ
ーション（特に傾聴力、提案力、議論力。）に関するコンピテンシー向上を企図して、
語学クラス等で一緒にならないような構成とした。また、複数の再履修生が同じ班に
ならないよう分散させた。これには、コンピテンシー向上の狙いに加えて、欠席対策
も含まれている。

3.3 ロジカルシンキング講座の実施結果
(1) 学生成績評価
自己管理に関するコンピテンシーと高い関連性がある出席・欠席・遅刻状況を 1 分
単位で点検し、採点に反映させた。加えて、本講座を含む全てのテーマ毎に小問題等
を課し、特に優れた結果を出した学生には加点した。学生には講義要項（シラバス）
にて以下のとおり開示している。
全テーマについて開始時刻(10:40)に出席をとり、テーマごとにレポート・小テス
ト等を提出する。この出席状況及び解答内容により成績評価する。特に、欠席・遅刻
は「自己実現力」コンピテンシー（特にスケジュール管理、自己管理。）や「組織的
行動能力」コンピテンシー（特に主体性、協働、率先力。）の欠如とみなされて著し
い減点対象となり、欠席・遅刻が重なると不合格となるので、注意が必要である。万
一交通機関遅延により遅刻を余儀なくされた場合には、交通機関発行の遅延証明を演
習参加時点で提出すること。また、病気等により演習各テーマの 1 回目に欠席した場
合には、2 回目までに担当教員の指示を仰ぐこと。
(2) 定量的実績報告
大学として実施している科目に対する学生アンケート（学外非開示）や学生自身の
コンピテンシー自己点検結果に本講座の実績が反映されていると推測されるが、当該
講座に絞ったアンケートは 2011 年度終了時点でのアンケートのみである。このため、
学生によっては 3 か月前の講座受講を思い出しつつ回答することになった。
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図表

3-8

2011 年度学生アンケート

アンケート回答では、テーマ及び企業講師に対する評価は（大学専任教員と比較し
て）相対的に高かった。一方、学生の気付きを促すことはおおむね成功しているよう
だが、学生自身の積極的学修に関しては一部の学生にとどまっている。また、グルー
プによる討議時間が短いという自由意見が比較的多く見られたことから、説明時間と
の時間調整を検討する必要がありそうである。なお、グループに 1 名くらいは面白か
ったと言う学生がおり、興味を持ち、推薦図書をメモしている学生もいた。
(3) 産学からみた評価
① 大学から
学科教員団から見ると、卒業時点での学生の知識・能力の全体的な低下傾向が
近年の悩みである。要因は全体的なもの、学生個々によるものなど様々であろう
が、向上心などの少なさが根底にあり、専門教育担当者として放置できない（初
等・中等教育や大学での厚生補導のみで対応できる状況ではない。）との認識に至
っている。これをモチベーションに「段階別コンピテンシー育成教育システム」
の設計・実施に入ったわけではあるが、より内容を充実させ、
「気付けば自ら伸ば
そうとする」学生への機会提供を可能な限り増やす必要がある。本講座導入は、
このような大学側のニーズに応えるものであり、実際に行動を改めようとする学
生が見受けられたことから、一定の成果は得られたものと考える。特に、企業講
師による授業は、学生にとって社会人の論理的思考とは何かを知る良い機会であ
ると考える。一方で、上級年次の科目や卒業研究でロジカルシンキングを活用し
た内容をどう盛り込むかはまだ定まっていない。この状態では、気付くことがで
き、かつ、継続することができた一部の学生のみに高い行動特性が見られるとい

3-35

う結果が予想される。このため、多くの学生に「自ら伸ばそうとする」ことを継
続させるためには、道半ばと言えよう。また、実施体制（担当者、教室等）に課
題があることから、関連が深く、かつ、興味を示している学科への波及は実現し
ていない。
② 企業から
中央大学での本講座は 1 年次のモチベーション教育としての色彩が強い。より
広い視野を持った学生を育成したいという大学側からの思いに基づいている。そ
のため、2 コマの短い授業で、まずはロジカルシンキングという言葉を覚えてもら
い、次に、内容に触れて「おもしろそうだな」
「もっとよく知りたいな」と思わせ
るのが目的である。1 年次の早い時期に実施するのは、以降の学業に反映させる意
味合いで意義がある。
実際の授業は、短時間でいかに印象付けるかを心がけた。時間との勝負であっ
たが極力、演習を盛り込むために、講師の話す時間を少なくすると共に、内容の
絞込みを行った。
重要なのは、以降、どの程度学生がこのツールを使うかということだ。レポー
トを書いたり、卒論を書いたりグループで議論したりするときに、手法の一部で
もよいから活用してもらえば、この講義は成功したといえる。

3.4 ロジカルシンキング講座の継続に向けて
(1) 今後の展望
2012 年度からの自立化を目指して、2011 年度後半に以下を検討し、必要な対策を
講じた。
 科目担当者の固定、兼任講師としての委嘱。
→1 年前に日程確保可能な学外者を兼任講師として採用した。2013 年度も同
じ方に継続いただく予定で準備が進んでいる。
 大学による教材変更権限の確保。
→IPA が 2012 年度初めに公開予定の汎用教材を利用することとし、2011 年度
の実施内容を参考に「気付き」を与える内容に絞ったものに再編集すること
とした。
 平成 23 年度実施内容の引き継ぎ。
→2012 年度実施担当予定者に 2011 年度講座を見学いただき、内容・実施体制
の把握を図った。
(2) 今後の課題
現状、最大の課題は「支援者（TA）」の教育である。支援者がロジカルシンキング
を十分把握していなければ、実施担当者を支援することができないばかりか、学生に
「気付き」を促すことができない。今後数年間は、当該講座未受講者が支援者を務め
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ることになるため、支援者への事前教育や支援内容の体系化（マニュアル化）を図る
必要がある。
次に、専任教員の本講座への関与・関心を高め、上級年次科目や卒業研究でのロジ
カルシンキングの実践を図る必要がある。講座を含む当該科目を共同担当している 6
名の専任教員は講座見学ができないことから、録画等の手段により機会提供を図る必
要があろう。また、ロジカルシンキングはキャリア支援プログラム等の厚生補導とも
密接に関係する。このため、理工キャリア支援課などの関係部署との連携をロジカル
シンキングに関しても図り、より高い効果を狙うべきであろう。
関連して、産学連携による授業実施の課題も見えてきた。ロジカルシンキングのような
企業としてノウハウを有する内容を大学に導入する際には、実績を有する個人に授業を
依頼するこれまでの授業担当者の選定とは必ずしも整合しない場合がある。一方、専任
教員に余裕がある状況は考えにくいため、新たな試みを専任教員が主導して実施するた
めには一定の準備期間が必要となる。このため、学外から授業担当者を安定的かつ継続
的に確保できるかどうかが、産学連携による教育の成功の大きな要因になると考える。
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おわりに
＜小学生のエピソード＞
「みなさんは、将来何をやりたいですか？」
－外交官になりたい。女子アナになりたい。検事になりたい、野球の選手になりたい…
…
「今、聞いているのは、何をやりたいのかということです。何になりたいかでは、あり
ません。例えば外交官になって何をやりたいのですか？」
なぜ、その職業につきたいか？本当は何をやりたいかなんて考えてこなかった。困っ
た。ひとりひとりが、自分に問いかけ始めたスタートポイントです。
これは、ある小学校の 6 年次で実験的に実施した授業の一幕です。テレビを見てかっ
こいいとか、親に言われているからとか……。もう一度、自分の将来について自分の気
持ちを確認するキャリアの授業であり、自分の頭で考える授業です。
今回、ご紹介しました、大学のロジカルシンキングの講義は、大学といえども、現実
をしっかり見据えて、キャリアに必要な道具を身につけておくことに真面目に取組んで
いる一例かと思います。
この WG の皆さんとは、単にキャリア教育の中でのロジカルシンキングの講座をいかに
広めていくかを考えたのではありません。
コピー＆ペースト文化に浸された若者たちが、
社会人基礎力のひとつである「考える力」をいかに意識し、習慣化してもらうか時間を
かけて議論をしました。教育の場をとおして自分で考え、それを他の人に話して、違い
に驚いたり、共感したりすること。違う意見のひとたちとの納得しながら新しいコトを
作ること……。ロジカルシンキングは、このような感動と共感の場を生み出す道具にな
りうるかもしれません。
ロジカルシンキングは情報系の大学生を取っ掛かりに、私たちは、始めました。これ
らは、誰もが知っていて、必要に応じて使う道具です。理系、文系を問わない横への広
がりと、大学生に問わない、高校、中学校、小学校への縦への広がりが必要になってく
ると思います。
同時に、ジェネレーション、地域、国籍、専門家、素人、様々な境界を越えた「考え
る力」の交流が、すごいものを生み出すかもしれません。そのときの共通の道具立てと
してロジカルシンキングが使える日を楽しみにして、
「考える力」の伝播士として活動を
していきたいと思います。
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