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【概  要】 

 2 年次専門必修科目「社会貢献プログラム」（前期開講）では、授業内で取り組み先別に

グループ活動を行い、後期に報告会を行っている。その際それぞれの取り組み先をお招きし、

各グループの報告終了後に講評をいただき、加えてあらかじめ作成した外部評価票への記

入をお願いしている。2018年度からこの形式をもって外部評価としている。 

 2021 年度は昨年度と同様に新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、開催時期こそ元

の前期に戻したが、やはり取り組み先を 2か所に絞って実施することになった。一時落ち着

きそうになったコロナ感染がまた拡大し、取り組み当日においては学生参加が厳しいとの

大学の判断から、代替として動画の資料作成などの追加準備を行い、当日は取り組み先の職

員と担当教員で取り組みを行った。 

報告会も昨年同様に評価票、実施した取り組み内容をまとめた資料と報告発表動画の DVD

を各取り組み先にお届けし、後日評価を記入した票と職員の方々によるコメント動画をい

ただき、コア科目授業日終了後に学生全員で視聴し報告会とした。 

 

社会貢献プログラム報告会（取り組み先からのコメント動画を視聴）日時 

 令和 3年 11月 25日（木）コア科目授業終了後 

 

場所 

第 2校舎 2203室 
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外部評価の方法・目的 

 専門必修科目「社会貢献プログラム」では地域社会において学生主体で行うグループ活動

によりコミュニケーション力、問題解決力等を学び、社会人基礎力を修得していく。 

 評価は 2019年度よりルーブリックを作成し、教員、学生、外部による三者でルーブリッ

クを共有してそれぞれ評価した。 

 外部評価は外部評価票を用意し、その中で次の 2つに分けてお願いした。1つは取り組み

先が担当したグループの活動に対する評価（ルーブリックによる）と、もう一つは報告会当

日の各グループ別の発表内容に対する評価である。（昨年と今年度は発表 DVDによる）。加え

て今後の活動に対する意見・要望を訊ねた。 

 外部評価票は報告会開催案内状送付の際に参考資料として同封し、評価に対する事前準

備をして頂くことで、より充実した評価内容となることを目指した。そして得た評価をもと

に検討し、次の改善に役立てていくことを目的とする。 

今年度は昨年同様、評価票、実施した取り組み内容をペーパーにまとめた資料と報告発表

動画の DVDを各取り組み先にお届けし、後日、評価を記入した票と職員の方々によるコメン

ト動画を頂き、その講評（外部評価）をコア科目授業日終了後に学生へフィードバックした。 

 

外部評価先（活動の取り組み先） 

・品川区八潮児童センター（3名） 

・品川区平塚児童センター（3名） 

 

まとめ 

〇取り組み先による社会貢献活動の評価 

コロナ禍の影響により、取り組み先との接触は最小限で行った。このような状況下で何が

できるか、実施可能な方法を模索した取り組みが評価されている。 

平塚児童センターと八潮児童センターの評価には少し差がある。平塚児童センターはル

ーブリックでの評価は、担当して下さった 3名とも全て優秀をいただいた。一方、八潮児童

センターの評価は標準が多く、2名からは企画力、チーム力に対して優秀をいただいた。 

平塚児童センターはコロナ感染拡大により毎年行っていたイベントが中止となることが

多く、学生が企画するこの活動の実施を楽しみにされていたこと、今年度職員の移動があり、

担当者が変わったことで取り組みに対し好意的で、「素晴らしい企画であった。」「ワークシ

ョップのキット内容を含め、子供たちの名札や環境設定図案など一つ一つ丁寧に作業がさ

れていた。」と意見をいただいた。 

八潮児童センターは「コロナ禍で子供たちと関わることができないことが残念であった。」

「作業内容のレジュメは大変に分かり易かった。」「下準備もしっかりとされていた。」と意

見をいただいた一方で、改善点として「コミュニケーションの不足。」「今までに比べてプロ

ジェクトに対する意気込みが低くなっているように感じた。」という長年杉野の学生を見て
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きた職員ならではの意見もいただいた。 

この学年はコロナの感染拡大により、入学時のオリエンテーションが行えず、6月から実

習科目は対面授業で行われたが、講義科目は遠隔授業であり、学内ではソーシャルディスタ

ンスを保ちながらの生活であったため、学生同士のコミュニケーションが難しい状況であ

ったことは否めない。また例年は、1年次に社会貢献プレゼミという授業で、品川区でのイ

ベントの手伝いや児童センターでのワークショップに参加していたが、このゼミも行うこ

ともできず、そのことも影響し、前年度までの学生よりも取り組みに対する意欲が低く感じ

られたのかもしれない。 

 

〇動画、送付資料による報告内容についての評価 

平塚児童センターからは、両センターとも全て 4と高評価であり、「学生たちの作業風景

が映っていて、準備の取り組みがよく解った。」という意見をいただいた。 

 八潮児童センターの評価は、活動目的の明瞭性、活動内容（企画、実行、振り返り）では、

両センターとも 4であったが、そのほかに対しては 3の評価もあった。例えば、報告につい

ては「学校での取り組みの様子の動画などがあると研究成果がもっと伝わったのではない

か。」との意見をいただいた。これは次年度の取り組みに活かしていくようにしたい。 

動画撮影については、言葉の明瞭性、態度の適切度が 3の評価であった。学生達にとって

は初めての作業であり、緊張や経験・練習不足もあり、当然のご指摘と考える。これからは

対面の場合でも動画撮影でも対応できるプレゼンテーション能力を養うことも重要である

と考えた。 

 

〇今後の活動についての要望・意見 

「子供たちは、学生と対面での取り組みを楽しみにしている。」「コロナ禍の状況から学生

も参加できる方向を模索して対面での実施をしてもらいたい。」という意見をいただいた。

コロナ禍の状況により、予測は不可能だが、短大の活動は次年度で最後となることもあり、

是非対面で実施したいと考えている。 

評価票はセンターごとの評価となっていたため、一つ一つの取り組みに対しての評価が

できず、平均点で記載するしかなかったという意見もあった。昨年は実施した取り組みが、

それぞれセンターで 2種だったためである（八潮児童センターは「ポケットティッシュカバ

ー」と「デコレーション巾着」、平塚児童センターは「世界に一つだけのコーディネート」

と「帽子リメイク」）。今後 2種の取り組みをする場合は評価票の記載について検討をしてい

きたい。 
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外部評価を受けて 

一昨年まで毎年行われてきた報告会が開催できず、動画と配布資料を送付（11 月 5 日）、

評価を依頼した。取り組み先の方々にコメント動画をいただき、必修授業の日に学生全員で

視聴した。 

取り組み先からいただいた意見は、今後の取り組みに活かしていきたい。特に改善すべき

点は情報の共有、コミュニケーション能力の不足に関わることであったが、これに関しては、

情報ツールとして manabaを活用し、情報を共有しながら取り組みを行っていくようにする。 

児童センターの方からのメッセージを受けて学生からは、「ポスター作り、キット作りな

ど頑張った事前準備が評価され嬉しかった。」「自分の意志や専門性を強調すべきだと感じ

た。」などの感想があり、学生が自信を持ったり、成長したりする姿を見るにつけ、この科

目の目的は果たされていると思う。 

また、これからの取り組みについては、今までの経験を踏まえて、学生が計画したことを

子供たちと交流をしながら実施できることを期待している。 
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品川区〇〇児童センター                   外部評価フォーマット 
○○ 〇〇 様 
 

社会貢献プログラム報告会 外部評価票  
 

令和 3 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため報告会を中止し、代替として活動し

た取組の報告を動画で作成いたしました。 
ご面倒で恐縮ですが、動画をご覧になって、以下の項目にお答えください。今後の活動に活

かしたいと存じます。忌憚のないご意見をお聞かせください。 
 
１． 〇〇児童センターの活動において、ルーブリック表の評価観点ごとに該当する 

レベルの欄にチェックを入れて評価してください。 

評価観点 
レ ベ ル 

優 秀 標 準 要改善 

企画力 
 相手のニーズを踏まえ

て実行可能で魅力的な

案を提案できる 

 相手のニーズは踏まえ

ているが計画性が無い 

 相手のニーズを考慮し

ていない。計画性が無く

企画に魅力を欠く 

提案力 
 企画の魅力やポイント

を資料に基づきわかり

やすく説明できる 

 企画の内容はわかりや

すいが、資料が不十分 

 企画の詳細がわからな

い。資料が無い 

 
実行力 

 

 企画の内容を把握し事

前準備や当日の作業が

手際よく進められる 

 企画の内容を把握し事

前準備や当日の作業が

進められる 

 企画の内容を把握して

おらず、事前準備や当日

の作業がうまく回らな

い 

問題解決力 

 予測される問題が発生

した場合、状況を冷静

に把握し対処すること

ができる。問題の再発

を防ぐ対策をとること

ができる 

 予測される問題が発生

した場合、状況を把握

でき、元の状態に戻す

ことはできる 

 予測される問題が発生

した場合、十分な対応が

とれず、解決できない 

チーム力 

 チームの中でコミュニ

ケーションをとり、互

いの違いを理解したう

えで協力して動くこと

ができる 

 チームの中でのコミュ

ニケーションが不足で

はあるが、協力して作

業を進めることはでき

る 

 チームの中でコミュニ

ケーションをとったり、

協力しようとする努力

が見られない 
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外部評価フォーマット 
２． 総合的に見ていかがでしたか。お気づきの点など何でもお書きください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３． 今回の発表動画をご覧になって、発表に対する評価を他チームも併せてお願いい

たします。 
該当する番号に○を付けてください 

（4 そう思う 3 ややそう思う 2 あまり思わない 1 思わない） 

チーム名 
活動の目的は明確

であるか 

活動の内容は伝わ

ったか（企画、実

行、振り返り等） 

パワーポイントの

表現は適切か 

発表の声、言葉は

明瞭か      

態度は適切か 

平塚児童センター 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

八潮児童センター 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 
４． 今後の活動についてのご意見・ご要望 

 
 
 
 

 
 
 
 

ご協力ありがとうございました 
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令和 3年度 短期大学部 自己点検評価委員会 構成員 

           中村 賢二郎     （委員長） 

           森田 裕子      （学科長） 

           白井 勝美      （教務部長） 

           手島 陽介      （学生部長） 

           北根 祥男      （事務局長） 

           水上 雅子 

田原 美津子 

           井口 多恵子 

           笹部 小百合 

           宮本 泰子 
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