映画を事例シナリオとして活用した PBLの実践
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Ꮫᩍ⫱◊✲ ୕㔜Ꮫᤵᴗ◊✲ὶㄅ

2014㸪➨ 22 ྕ㸪61㸫66 㡫

ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓ PBL ࡢᐇ㊶
℩ᡞ
㸯

ࡣࡌࡵ

⨾ዉᏊ
ࡋࠊ᥎⸀ࡋࡓ୰ࡽཷㅮ⪅ࡢᢞ⚊ࡼࡗ࡚ᫎ⏬㸯ࡘࢆ㑅

ࠕᚰࡢἲ๎Ⓨぢ-㐺ᛂࡣఱࠖ㸦PBL ࢭ࣑ࢼ࣮F㸧ࡣࠊ

ࡧࠊဨ࡛ศᯒࡍࡿࠊ࠸࠺ᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋẖࡣձ๓ࡢ

ࢩࢼࣜ࢜ࢆࡶၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ୰࡛ࠊᚰ⌮Ꮫⓗ▱ぢ

⿵㊊ᮏࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡢᩍဨࡢゎㄝ㸦20 ศ㸧
ࠊղᫎ

ᇶ࡙ࡃⓎ㐩㞀ᐖࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࠊࡉࡽᐙ᪘ࠊ♫࠸

⏬ど⫈㸦30 ศ㸧ࠊճࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࢩࢼࣜ࢜ศᯒ㸦20 ศ㸧
ࠊ

࠺ほⅬࡽ㐺ᛂຓࡘ࠸࡚ከゅⓗ⪃࠼ࡿࡇࢆ┠

մศᯒࡢࡲࡵ࣏࣮ࣞࢺᇳ➹㸦20 ศ㸧࡛㸯ࢥ࣐ࢆᵓᡂࡋࡓࠋ

ⓗࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋࡋࠊඹ㏻ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࠾࠸࡚ࡣཷㅮ⪅ᩘࡢၥ㢟㸦90

PBL ᐇ㊶࣐ࢽࣗࣝ㸦୕㔜Ꮫ㧗➼ᩍ⫱㐀㛤Ⓨࢭࣥࢱ

ྡࠊ60 ྡᙅࡢ㸰ࢡࣛࢫࠊTA ࡞ࡋ㸧ࠊᗈࡃᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢ

࣮㸧ࡣࢩࢼࣜ࢜ồࡵࡽࢀࡿせ௳ࡋ࡚௨ୗࡢ㸲Ⅼࢆ

ࢆ㌟ࡘࡅࡿ࠸࠺ᤵᴗ┠ⓗࡽࠊࡘ࠸࡚⣽࠸ศ

࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ

ᯒࢆ⾜࠺ࡇࡸศᯒࡢ㐣⛬࡛ᥦฟࡉࢀࡿᏛ⏕ࡢၥ㢟ព㆑

ձၥ㢟ࡣࠊ⌧ᐇ♫࡛ᐇ㝿㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛ࠊᏛ⏕

ࢆ῝ࡵࠊⓎ⾲ࡍࡿᶵࢆタࡅࡿࡇࡀ㞴ࡋࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᖺᗘࡣ PBL ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜

ࡢ⯆ࢆᘬࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
ղᏛ⏕⮬㌟ࡀ⪃࠼ࠊពᛮỴᐃࡸุ᩿ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ

ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ୰ᚰࢩࢼࣜ࢜ศᯒ

ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ

ࢆ⾜࠸ࠊከゅⓗ⪃࠼ࠊ⪃ᐹࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢᏛ⩦ࢆ⾜࠺ࡇ

ճᏛ⏕⮬㌟ࡀᚲせ࡞Ꮫ⩦㡯┠ࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢᏛ⩦ࢆᏛ⏕

ࢆࡡࡽ࠸ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ồࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
մᏛ⏕ࡀẁ㝵ⓗᛮ⪃ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊ」ᩘࡢẁ㝵

㸰

ᤵᴗࡢᴫせ

ࠕ㐺ᛂࡣఱࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆᥖࡆࠊࢩࢼࣜ࢜ࢆ

࡛ᵓᡂࡉࢀࡓၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ

ᫎ⏬ࢆ⏝࠸࡚ᥦ♧ࡍࡿࠋᏛ⏕ࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ࣭Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫࡢ
ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ⌮⏤ࡋ࡚㸰Ⅼ࠶ࡿࠋ

⌮ㄽࡸࡘ࠸࡚⮬ᕫᏛ⩦ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ▱ぢࢆࡶᫎ

ࡲࡎ➨୍Ꮫ⏕ࡀࡇࢀࡲ࡛ᴦࡋࡴࡶࡢࡋ࡚ࡽ࠼࡚࠸

⏬ࢆศᯒࡋࠊࡉࡽྛ⮬ࡢẼ࡙ࡁࡽ㐺ᛂຓ㛵ࡍࡿ

ࡓᫎ⏬࠸࠺㢟ᮦࡀࠊ⮫ᗋᚰ⌮ᏛࡸⓎ㐩ᚰ⌮ᏛࡢほⅬࢆ⏝

ㄢ㢟ࢆⓎぢࡋ࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࢩࢼࣜ࢜ࡽⓎ

࠸࡚ศᯒࡍࡿࡇࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀ࠶ࡿࡇẼ࡙

ぢࡋࡓㄢ㢟ࢆࡶࠊ⮬ᕫᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙ

ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ➨ᫎ⏬ࡢศᯒࡽࠊಶேࡢᚰ⌮ࢆ

ࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ▱㆑ࡢ῝ࢆᅗࡾࠊ┬ᐹࢆಁࡍࠋලయⓗ

ࡾࡲࡃᐙᗞࠊ♫࠸࠺ᗈ࠸ど㔝ࡽㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊே㛫

ࡣձⓎ㐩㞀ᐖࠊղ⢭⚄㞀ᐖࠊճᗂඣᮇࡽඣ❺ᮇࡢⓎ㐩ࠊ

ࡢ㐺ᛂࡘ࠸࡚ᛮ⪃ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ⪃

մ㟷ᖺᮇࡢⓎ㐩࠸࠺㸲ࡘࡢࢩࢼࣜ࢜ࢆᢅ࠺ࠋࢩࢼࣜ

࠼ࡓࠋࡲࡓࢩࢼࣜ࢜࠾࠸࡚ࡣࢆẁ㝵ศࡅᥦ♧

࢜ࡈࠊ๓ࡢ⮬ᕫᏛ⩦ńࢩࢼࣜ࢜ศᯒńㄢ㢟Ⓨぢ

ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀసᡂࡢ࣏ࣥࢺࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦୕㔜Ꮫ㧗

ń⮬ᕫᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࠸࠺ὶࢀ࡛ᤵ

➼ᩍ⫱㐀㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡑࡗ࡚ẁ㝵ⓗ

ᴗࢆᵓᡂࡍࡿࠋ㸲ࡘࡢࢆᏛ⩦ࡋࡓᚋࠊ⪃ᐹࡋࡓㄢ㢟ࡢ

ሗࢆᥦ♧࡛ࡁࡿⅬ࠾࠸࡚ࡶᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ

୰ࡽࢢ࣮ࣝࣉ࡛㸯ࡘ㑅ࡧࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱࢆస

࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠼ࡿࠋ

ᡂࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈⓎ⾲ࡍࡿࠋ

ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚⏝࠸ࡿヨࡳࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖࡢ⌮

ᤵᴗࡢࡡࡽ࠸ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ゎၨⵚࢆ┠ⓗࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ㸦㛗ᓮᏛ་Ꮫ㒊㸧ࡀ࠶ࡿ

ձ⮫ᗋᚰ⌮ᏛࠊⓎ㐩ᚰ⌮Ꮫࡢᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ

ࡀࠊᚰ⌮Ꮫศ㔝࡛⣔⤫ⓗ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᤵᴗᐇ㊶ࡣࡲࡔ࡞

ղࢩࢼࣜ࢜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊⓎ㐩ࡢࣉࣟࢭࢫࡸ㞀ᐖࡘ࠸

࠸ࠋ➹⪅ࡣᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚⏝࠸࡚ࠊ᳨ウࡉࡏࡿ

࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ

ヨࡳࢆᖺᗘࡢඹ㏻ᩍ⫱ࠕᚰ⌮Ꮫϩ࡛ࠖᐇࡋࡓ㸦℩

ճࢩࢼࣜ࢜ࡽ㐺ᛂຓ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ

ᡞ,2013㸧ࠋᚰ⌮Ꮫϩ࡛ࡣẖ㛫ࠊ␗࡞ࡗࡓᫎ⏬ࢆど⫈ࡋࠊ

ከゅⓗ࡞ど㔝ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ

Ꮫ⏕ࡣᩍဨࡀᥦ♧ࡍࡿ 14 ᮏࡢࢩࢼࣜ࢜㸦ᫎ⏬㸧ࢆศ

Ꮫ⩦ࡢ฿㐩┠ᶆࡣḟࡢ㸰Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ

ᯒࡍࡿࠋ᭱⤊ᅇࡣᏛ⏕ࡀ୍⯡ࡢᫎ⏬ࢆศᯒほⅬࡶ⤂

ձඣ❺ᮇࡽ㟷ᖺᮇࡅ࡚ࡢⓎ㐩ࡢࣉࣟࢭࢫࠊ㞀ᐖ
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℩ᡞ ⨾ዉᏊ

ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ

ճࠕ㞀ᐖ㐺ᛂࠖࠕⓎ㐩㐺ᛂࠖࡢほⅬࡽศᯒྍ⬟࡞

ղ⮬ᕫᏛ⩦ࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ

୍⯡ࡢᫎ⏬ࢆ⮬ศࡓࡕ࡛᥈ࡍࠋ

Ⓨ⾲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ▱㆑ࡢ⩦ᚓㄢ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ㌟ࡘࡅࡿࠋ

մ୍⯡ࡢᫎ⏬ࡽⓎ㐩ࡸ㞀ᐖࡢほⅬࡽศᯒྍ⬟࡞ᫎ
⏬ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡈ㸯ᮏ㑅ᢥࡋࠊᐇ㝿ศᯒࡍࡿࠋ

ࡲࡓ Moodle ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉෆࠊࢢ

յศᯒࡋࡓᫎ⏬ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡈ⤂ࡋࠊศᯒ⤖ᯝࡘ

࣮ࣝࣉ㛫࡛ࡢࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸㄢ㢟ࡢඹ᭷ࢆᤵᴗ㛫

࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ

እ࡛ࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋ
(1)➨㸯ᅇ

ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣฟᖍࠊᤵᴗᮇ㛫୰ࡢ࣏࣮ࣞࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉ
ࢹࢫࢵ࢝ࢩࣙࣥࡢཧຍែᗘࠊ᭱⤊ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆࡶ⥲ྜⓗ⾜ࡗࡓࠋ

࢞ࢲࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࠊᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜
ࡋ࡚⮫ᗋᚰ⌮ᏛࡸⓎ㐩ᚰ⌮ᏛࡢどⅬࡽศᯒࡍࡿࡇ
ࡘ࠸࡚ఏ࠼ࡓࠋཷㅮ⏕ࡣ㸱ேࡽ㸳ே⛬ᗘ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆ

㸱

ࢩࢼࣜ࢜

ᵓᡂࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆ୰ᚰ⾜࠺ࡇࠊmoodle ࢆά⏝

ᥦ♧ࡍࡿࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ᫎ⏬㸦ࠕᜊឡᑠㄝᐙࠖ
ࠕࣞ

ࡋ࡚ពぢὶࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡋࡓࠋ

࣐ࣥࣥࠖ
ࠕࣅ࣮ࣗࢸࣇ࣐ࣝࣥࢻࠖ
ࠕ࡞ࡾࡢࢺࢺࣟࠖ
ࠕࢫ

(2)➨㸰࣭㸱ᅇ

ࣃࢲ࣮࣐ࣥ㸯࣭㸰ࠖ
㸧ࢆ⏝࠸ࡿࠋ

Ꮫ⏕ࡣᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ศᯒࡋࡓࡇࡣ࡞ࡃࠊ

ᑟධ

PBL ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᢅ࠺ᫎ⏬ᩍᮦࡣᖺᗘࠕᚰ⌮Ꮫϩ࡛ࠖᩍ

ࡲࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏕άࡢ୰࡛ᫎ⏬ࢆほࡿ࠸࠺⤒㦂ࡶஈࡋ

ᮦࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶᏛ⏕ࡢホ౯ࡀ㧗ࡃࠊࡉࡽ

࠸Ꮫ⏕ࡀከࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚

ヲࡋࡃ᳨ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸࠸࠺せᮃࡀ㧗ࡗࡓసရ࡛࠶

ศᯒࡍࡿ᪉ἲࢆᏛࡪࡓࡵࠊࠕᜊឡᑠㄝᐙࠖ࠸࠺ᫎ⏬ࢆ

ࡿࠋ

ࡾ࠶ࡆศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠕᜊឡᑠㄝᐙࠖࡣேබࡢ⾜ື⎔ቃࡢ㛵ಀࡀ⌮ゎࡋ

ࠕᜊឡᑠㄝᐙࠖ
㸦ཎ㢟: As Good as It Getsࠊࢪ࢙࣮࣒ࢬ࣭

ࡸࡍࡃࠊࢩࢼࣜ࢜ศᯒࢆ᭱ึ⾜࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸ᩍ

L࣭ࣈࣝࢵࢡࢫ┘╩㸧ࡣࠊ1997 ᖺ〇సࡢ࣓ࣜ࢝ᫎ⏬࡛࠶

ᮦ࠸࠼ࡿࠋ
ࠕ࣐ࣞࣥࣥࠖ
ࠕࣅ࣮ࣗࢸࣇ࣐ࣝࣥࢻࠖࡣ

ࡿࠋ೫ᒅ࡞࣐ࣟࣥࢫᑠㄝసᐙࠊᙼࡢ⾜ࡁࡘࡅࡢࣞࢫࢺࣛ

ࡑࢀࡒࢀᐇᅾࡢே≀ࡀࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ⮬㛢ࠊ⤫ྜኻㄪ

࡛ࣥാࡃ࢙࢘ࢺࣞࢫࡢᜊឡࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋேබࡣᙉ

ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࡀ㢧ⴭᫎ⏬ࡢ୰࡛ᥥࢀ࡚࠾ࡾࠊࡘ

㏕ⓗ࡞⾜ືᝎࡲࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࿘ᅖࡢᑐே㛵ಀࡶ࠺ࡲࡃ

࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆࡶศᯒࡋࡸࡍ࠸ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ

⠏ࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢேබࡀ࿘ᅖࡢேࡢὶࢆ㏻ࡋ࡚ኚ

PBL ࢭ࣑ࢼ࣮࡛ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿᡭἲ

ᐜࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡀᫎ⏬ࡢ୰࡛ᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰ᅇ࡛ࡣࠕᜊឡᑠㄝᐙࠖࢆෑ㢌ሙ㠃ࡽど⫈㸦30 ศ㸧

ࢆᏛࡪࡓࡵࡢᩍᮦࡋ࡚ࡢ㐺ษ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࠋ
ࠕ࡞ࡾࡢࢺࢺࣟࠖࡣᗂඣᮇ࠶ࡿጒࠊඣ❺ᮇ࠶ࡿጜ
ࡀࡑࢀࡒࢀᥥࢀ࡚࠾ࡾࠊᑐẚࡉࡏࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᗂඣ

ࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ேබࡢᙉ㏕ⓗ࡞⾜ືࢆࠊඛ⾜
่⃭ࠊ⾜ືࡢ⤖ᯝࡢ㛵㐃ࡽศᯒࡋࡓࠋ
➨㸱ᅇ࡛ࡣࠊேබࡢኚᐜࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿᫎ⏬ᚋ༙㸦30

ᮇࡽඣ❺ᮇࡅ࡚ࡢⓎ㐩ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ࠕࢫࣃࢲ࣮࣐ࣥࠖ
ࠕࢫࣃࢲ࣮࣐ࣥ㸰ࠖࡣ㟷ᖺᮇ

ศ㸧ࢆど⫈ࡋࠊᛶ᱁ࠊ⎔ቃࠊẼࡢ≧ࡀࡢࡼ࠺ே

࠶ࡿேබࡢࢹࣥࢸࢸ⋓ᚓࢆ୰ᚰࠊᐙ᪘ࡢ㛵

බࡢᙉ㏕ⓗ࡞⾜ື㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ᭱

ಀࠊࠊᜊឡࠊᑗ᮶ࡢ㐍㊰ࡢၥ㢟ࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ㔜せ࡞

ᚋேබࡢ⾜ືࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿせᅉࡸ࿘ࡾࡢࢧ࣏࣮ࢺ

せ⣲ࡋ࡚ᥥࢀ࡚࠾ࡾࠊ㟷ᖺᮇࡢ≉ᚩࢆᵝࠎ࡞ほⅬࡽ

ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢసᴗࡣࡍ࡚࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࠊಶே࡛ࡢ࣡

⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᩍᮦ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ

࣮ࢡࢩ࣮ࢺグධࡢᚋࠊࢢ࣮ࣝࣉウ㆟ࢆ⾜࠺ᙧᘧ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚

㸲

ᤵᴗᒎ㛤

࠸ࡿࠋ

⮬ᕫᏛ⩦ࢆྵࡴ 30 ᅇࡢᤵᴗᒎ㛤ࡣࡁࡃḟࡢࡼ࠺࡞ὶ

(3)➨㸲࣭㸳ᅇ

㞀ᐖ㐺ᛂ㸸Ⓨ㐩㞀ᐖ

ࠕ࣐ࣞࣥࣥࠖ
㸦ཎ㢟 Rain Man㸪1988 ᖺබ㛤ࡢ࣓ࣜ

ࢀ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ձ๓༙ࡢᫎ⏬㸱ᮏࢆࠕ㞀ᐖ㐺ᛂࠖࠊᚋ༙ࡢᫎ⏬㸱ᮏࢆ

࢝ᫎ⏬ࠋ┘╩ࣂ࣮࣭ࣦࣜࣞࣥࢯࣥ㸧ࡣ 1988 ᖺࡢ࣓ࣜ

ࠕⓎ㐩㐺ᛂࠖࡋ࡚ࡁࡃศࡅ࡚ࡽ࠼ࡿࠋ

࢝ᫎ⏬࡛࠶ࡿࠋࠕ࣒࣭࢟ࣆ࣮ࢡࠖ࠸࠺ᐇᅾࡢே≀ࢆࣔࢹ

ղ㸱ᮏࡢᫎ⏬ど⫈ศᯒࡀ⤊ࢃࡗࡓ࠶タᐃㄢ

ࣝࡢไసࡉࢀࡓゝࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬㛢ࡢࡑࡢᘵࡢ

㢟ࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ

㛵ಀࡀ୰ᚰᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬㛢ࡢ≉ᚩࢆศᯒࡋ࡞ࡀࡽࠊ
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ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓ PBL ࡢᐇ㊶

ᐙ᪘ࡢ㛵ࢃࡾࡸࠊ㞀ᐖࢆࡶࡗࡓேࡓࡕࡀ⏕ࡁࡸࡍ࠸♫ࡢ

ࢆࡾ࠶ࡆࡓࡶࡢࡀከࡃࠊᫎ⏬ゐⓎࡉࢀ࡚ࡇࡇࡲ࡛ࡢ▱

࠶ࡾࡓࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㆑ࢆࡉࡽⓎᒎࡉࡏࡿ᪉ྥ࡛ࢸ࣮࣐ࢆタᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺

➨㸲ᅇࡣࡲࡎྛ⮬ࡀ⮬ᕫᏛ⩦ࡋ࡚ࡁࡓ⮬㛢ඣࡢ≉ᚩ

࡞ࡗࡓࠋ

ࡘ࠸࡚ࢡࣛࢫయ࡛ࡲࡵࡓᚋࠊᫎ⏬ෑ㢌ࡽ 40 ศ⛬

(6)➨ 12࣭13 ᅇ Ⓨ㐩㐺ᛂ㸸ᗂඣᮇࡽඣ❺ᮇ

ᗘど⫈ࡋࡓࠋ

➨ 12 ᅇࡣࠕ࡞ࡾࡢࢺࢺࣟࠖࢆど⫈ࡋࡓࠋ
ࠕ࡞ࡾࡢࢺ

⮬㛢࡛࠶ࡿࡢ⾜ືࢆ♫ᛶࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊ
ᖖྠᛶࡢほⅬࡽศᯒࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺグධࡋࡓࠋ

ࢺࣟࠖࡣࢫࢱࢪ࢜ࢪࣈࣜࡀ 1988 ᖺไసࡋࡓ᪥ᮏᫎ⏬࡛
࠶ࡿࠋ

ࡑࡢᚋࠊᫎ⏬ࣛࢫࢺ㏆ࡃࡢࢩ࣮ࣥ㸦⮬㛢ࡢࣞࣔࣥ
ࢻࡀタᡠࡿࠊᘵࢳ୍࣮࣮ࣕࣜ⥴㐣ࡈࡋࡓ࠸ࢆ

ࡇࡢᫎ⏬ࢆᮍぢࡢᏛ⏕ࡣཷㅮ⏕ࡢ࠺ࡕ㸯ྡࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡘ࠸࡚ࡣࢇࡢᏛ⏕ࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ

ᑜࡡࡽࢀࡿሙ㠃㸧ࢆど⫈㸦10 ศ㸧ࡋࠊᘵࡣࡢࡼ࠺⤖ㄽ

ᫎ⏬ෑ㢌ࡽ 50 ศࢆど⫈ࡋࠊ⮬ᕫᏛ⩦ࡢ▱㆑ࢆࡶ

ࢆฟࡋࡓࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉࡈࡢぢゎࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡇ

ጒ࣓ጜࢧࢶ࢟ࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊᗂඣᮇࡢ≉ᚩඣ❺ᮇ

ࡽ㞀ᐖࢆࡶࡗࡓேࡢࢧ࣏࣮ࢺࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉウ㆟

ࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺグධࡋ࡞ࡀࡽศᯒࡋࡓࠋゝ

ࢆ⾜࠸ࡲࡵࡓࠋ

ㄒⓎ㐩ࠊ♫ᛶࡢⓎ㐩ࡢほⅬࡽẚ㍑ࡋࠊࡉࡽᗂඣᮇ

➨㸳ᅇࡣࠊᘵࡢẼᣢࡕࡢኚ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ࡞ࡐࣞࣥ

ඣ❺ᮇࡢ≉ᚩࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡲࡵࡓࠋ
➨ 13 ᅇࡣࠕ࡞ࡾࡢࢺࢺࣟࠖࢆጒ࣓ጜࢧࢶ࢟ࡢࢺ

࣐ࣥ࠸࠺ࢱࢺࣝ࡞ࡢࡢㅦࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊᘵࡢὶ
ࢆศᯒࡋࡓࠋ

ࢺࣟࡢฟ࠸㸦10 ศ㸧
ࠊᚋ༙࠸࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࣓ࢆࢧࢶ࢟

㸦4㸧➨㸴࣭㸵ᅇ

㞀ᐖ㐺ᛂ㸸⢭⚄㞀ᐖ

ࢺࢺࣟࡀ᥈ࡋ࠸ࡃሙ㠃㸦30 ศ㸧ࢆど⫈ࡋࡓࠋ

ࠕࣅ࣮ࣗࢸࣇ࣭࣐ࣝࣥࢻࠖ
㸦ཎ㢟㸸A Beautiful Mindࠊ

ࢺࢺࣟࡀ⌧ࢀࡿ≧ἣࠊࢺࢺࣟࡢ㛵ࢃࡾぢࡽࢀࡿጒࠊ

┘╩㸸࣭ࣟࣥࣁ࣮࣡ࢻ㸧ࢆࡾ࠶ࡆࡓࠋࡇࢀࡣࣀ࣮࣋ࣝ㈹

ጜࡢⓎ㐩ࡢᕪ␗ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࠊጜጒࡑࢀࡒࢀࡗ࡚ࡢ

ཷ㈹ࡢᐇᅾࡢኳᡯᩘᏛ⪅ࠊࢪ࣭ࣙࣥࢼࢵࢩࣗࡢ༙⏕ࢆᥥ࠸

ࢺࢺࣟࡢᏑᅾពࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ᳨࡛ウࡋࡲࡵࡓࠋ

ࡓ 2001 ᖺࡢ࣓ࣜ࢝ᫎ⏬࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⢭⚄㞀ᐖࢆࡶ

(7㸧➨ 14㺃15 ᅇ Ⓨ㐩㐺ᛂ㸸㟷ᖺᮇ

ࡗࡓேࡢⱞࡋࡳࢆ࠺⌮ゎࡍࡿ↔Ⅼࢆ࠶࡚࡞ࡀࡽࠊ

ࠕࢫࣃࢲ࣮࣐ࣥࠖ
㸦ཎ㢟 Spider-Manࠊ┘╩ࢧ࣒࣭ࣛ
࣑㸧ࡣ 2002 ᖺࡢ࣓ࣜ࢝ᫎ⏬࡛࠶ࡿࠋ

ேබࡑࡢᐙ᪘ࡢ⾜ືࢆศᯒࡋࡓࠋ
➨㸴ᅇࡣᫎ⏬ෑ㢌ࡽ 40 ศࢆど⫈ࡋࡓᚋࠊලయⓗ࡞࢚

➨ 14 ᅇࡣࡲࡎᫎ⏬ෑ㢌ࡽ 50 ศࢆど⫈ࡍࡿࠋ⮬ᕫᏛ⩦

ࣆࢯ࣮ࢻࡽேබࡢᛶ᱁ࢆศᯒࡋࠊேබࡢⱞࡋࡳࡣ

ࡢ▱㆑ࢆࡶ㟷ᖺᮇࡢ≉ᚩࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ

ࡇ࠶ࡿࡢࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛༠㆟ࡋࡓࠋ

ᫎ⏬ࢆศᯒࡍࡿほⅬࢆᩍᖌࡀᥦ♧ࡏࡎࠊࢹࣥࢸࢸ

ࡑࡢᚋࠊேබࡀධ㝔ࡍࡿሙ㠃 10 ศࢆど⫈ࡋ㸦ᫎ⏬࡛
ࡣࠊධ㝔ሙ㠃ࢆぢࡿࡲ࡛ࡢሙ㠃ࡀேබࡢዶ࡛ࡢሙ

ࡢ☜❧ࡢࡓࡵᚲせ࡞᮲௳㸱ࡘࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ỵࡵࠊࡑࢀ
ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡍࡿ࠸࠺᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ

㠃ࡀ⌧ᐇ࡞ࡢࡀࠊࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠊே

➨ 15 ᅇࡣ⥆⦅࡛࠶ࡿࠕࢫࣃࢲ࣮࣐ࣥ㸰ࠖࢆෑ㢌ࡽ

බࡢ≧≧ࡢࡶࡓࡽࡍᅔ㞴ࡉࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰ

50 ศど⫈ࡋࠊ⮬ᕫᏛ⩦ࡢ▱㆑ࢆࡶ㟷ᖺᮇࡢ≉ᚩࡘ࠸

ࡋྜࡗ࡚ࡲࡵࡓࠋ

࡚ศᯒࡋ࡞ࡀࡽࠊࢫࣃࢲ࣮࣐ࣥ㸯㸰ࢆẚ㍑ࡋࠊேබ

➨㸵ᅇࡣࣅ࣮ࣗࢸࣇ࣐ࣝࣥࢻࡢᚋ༙ 40 ศࢆど⫈ࡍ

ࡀᡂ㛗ࡋࡓⅬࠊኚࡋ࡞࠸Ⅼࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

ࡿࠋᚋ༙ࡣᐙ᪘ࡢⴱ⸨ࠊẼࡢ⒪ࠊேබࡢࣀ࣮࣋ࣝ

(8)➨ 16㹼20 ᅇ

㈹ཷ㈹ࡲ࡛ࡀᥥࢀ࡚࠸ࡿࠋேබࡢẼᑐࡍࡿ⌮ゎࠊ

㸱ᮏࡢᫎ⏬ࡽྛࢢ࣮ࣝࣉࡈ῝ࡵࡓ࠸ㄢ㢟ࢆỴࡵࠊ

Ⓨ㐩㐺ᛂࡲࡵ

Ẽࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽ♫⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺࡘ࠸

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࢢ࣮ࣝࣉࡈⓎ⾲ࡋࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛

࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡛༠㆟ࡋࡲࡵࡓࠋ

ࡾ࠶ࡆࡓࢸ࣮࣐ࡣ㟷ᖺᮇࡢே㛫㛵ಀࠊ୰ࠊᗂඣᮇࡢ

(5)➨㸶㹼11 ᅇ

Ⓨ㐩ࠊ࣐ࢪࢼ࣮ࣜࢥࣥࣃࢽ࢜ࣥ࡞ᗂඣᮇࡽ㟷ᖺᮇࡢ

㞀ᐖ㐺ᛂࡢࡲࡵ

ࠕ㞀ᐖ㐺ᛂࠖࢆࢸ࣮࣐ࢢ࣮ࣝࣉࡈࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ
࡚ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱࢆసᡂࡋⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸱ᮏ

Ⓨ㐩ࡢ୰࡛≉ே㛫㛵ಀ╔┠ࡋࡓࢸ࣮࣐ࡀከࡃぢࡽࢀ
ࡓࠋ

ࡢᫎ⏬ࡽྛࢢ࣮ࣝࣉࡈ῝ࡵࡓ࠸ㄢ㢟ࢆỴࡵࠊㄢ㢟

(9)➨ 21㹼25 ᅇ

ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡋࢢ࣮ࣝࣉࡈⓎ⾲ࡋࡓࠋ

ྛࢢ࣮ࣝࣉࡀ୍⯡ࡢᫎ⏬ࡽⓎ㐩ࡸ㞀ᐖࡢほⅬࡽศ

ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡾ࠶ࡆࡓࢸ࣮࣐ࡣࠕ⤫ྜኻㄪࠖ
ࠕࢳࢵࢡࠖ
࡞ࡢලయⓗ࡞ᝈࢆࡾ࠶ࡆࡓࡶࡢࡸᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ

ᯒྍ⬟࡞ᫎ⏬ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡈ㑅ᢥࡋࠊศᯒࡢほⅬࢆỴࡵ
࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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瀬戸美奈子

各グループがとりあげた映画とテーマは次のとおりで

闇心が高かったように思える。

ある。「千と千尋の神隠しから見る発達Jr
うつ病について
~"ツレがうつになりまして。 m を観て ~J

r
ワォーターボ

授業終了後に書かれた感想を紹介しながら、学生の反応
についてまとめる。
まず PBLの授業を通して、他学部との学生との意見交

ーイズから見た共同・集団における青年期の発達について」
映画『休
「博土の愛した数式から 記憶障害について......Jr

流ができたことについて触れた感想がみられた。これは

PBLそのものがもっ授業としての特性に対する評価だと

暇』にみるストレスが子どもに及ぼす影響」
(10)第 26~27 回

プレゼンテーション準備と資料作成

思われる。本授業で「映画」をとりあげたことについて の

(
1
1
)
第 28‑30回

プレゼンテーションとまとめ

評価は大きく二つあり、一つは分析することによって日常

グループでのプレゼンテーションについては内容と発
表の点から評価の観点を決め、受講生に評価させた。点数

生活の事象を心理学の枠組みでとらえる面白さ、多角的な
視点を持つ面白さにつながっていったことがあげられる 。

の高かった上位 2グループは PBLセミナー公開発表会で
成果発表を行った。

‑映画を観て、さまざまな人について分析 していく 中で
自分の中で本当にいろんな視点、考え方が生まれたように
思う。
‑なんとなく観ていた のがもった いないと思えるくら

周囲の人の対応

い、主人公の行動などに着目してみるのは楽しいと思っ

‑十分に休息できる環境をつくる

・不用意に気を遭わない

・励ましと気晴らしは逆効果

今日の調子はどう?J
r
阜〈良〈な
・r

た。自分の大好きな映画もこ のような見方を してもっとの
めりこめるようにしたいと思う。

ろう』といった言葉l
まいわない

・できるだけそばにいる
ま医師に相観する
..になる症状I

・鋼気の話l
ましない

・"映画の観点、を絞って観る"ということは、この授業を
受講するまでしたことがなく、最初は作業が少し難しく感
じました。でも観点を絞ることで一度観たことのある作品
でも新しい発見をすることができたり、逆に謎が深まった

園 1 映画「ツレがうつになりまして。」の分析

りして、とても面白かったです。
・毎回のように映画を観て人の行動について分析すると
い うことは初めてだったので最初は難しく感じたけど、今
振り返ってみると、小さな言動でこんなにもその人につい

青年の共同・集団

ての情報が手に入るんだと思いました。

・
‑家庭、
学校、職湯、地減
二つ目に、映画を通 じて人間の行動や心理を分析するこ

ークラブ、ボランティア、サークル

とが自分自身の成長につながったと いう 点である。

'PBLとい う特殊な授業にひかれ、こ の授業を遺びまし

自立をよりたしかなものにし、
社会的な当事者としての能力を高める

た。大学ではこんな授業もあるんだな、と驚きました。映
画をただ単に観る のと分析しながら観るのとでは全然違
うなって思いました。私も相手がどんな風に考えているの

園 2 映画「ウォーターボーイズ」の分析

か、感じているのかを分かつてあげられないことが結構あ
ったので、少しは相手の感情を気にして感じとれるように
なったのではないかなと思いました。

5 学生の反応

・グループで話し合って発表す ることだけでなく、自分

今回映画を シナリオ としてとりあげることで、障害や発
達と いう人聞のー側面を正しい知識を持ちながらどのよ

自身で映画について分析し、考えることもできたので自分
の成長につながったと思う。

うに理解していくかという課題にどのグループも興味を
もって取り組んでいた。意欲的で話し合いにも積極的で、

‑ 64‑

ᫎ⏬ࢆࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓ PBL ࡢᐇ㊶

ࡲࡓࠕ㐺ᛂࡣఱࠖ࠸࠺ᤵᴗయࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ⡆༢⟅࠼ࡣ࡛࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ῝ࡃ㏣ồࡍࡿጼ
ໃࡸࠊࡑࡢேࡢ≉ᛶࢆཷᐜࡋ࡞ࡀࡽ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡘ
࠸࡚ゐࢀࡓឤࡀࡳࡽࢀࡓࠋ

࣭࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡀ࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᝎࡳࢆ⏕ࡲࢀࡘࡁࡸ
Ẽ࡞ࡗ࡚ᢪ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡿࡅࢀࠊᮏேࡣ࠶ࡲ
ࡾࡑࡢࡇࡘ࠸࡚㈐ࡵࡓࡾࡏࡎࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ࠶ࡿࡀࡲࡲ
ཷࡅṆࡵࡿࡇࡀᚲせ࡛ࠊ࿘ࡾ࡛ᨭ࠼ࡿேࡣࡑࡢேࡢ≉
ᛶࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ඃࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡛ཷࡅṆࡵ࡚࠶ࡆ࡚ࠊࡑ
ࡢே࠶ࡗࡓᑐᛂࢆࡋ࡚࠶ࡆࢀࡿ࠸࠸࡞ᛮ࠼ࡿࡼ࠺
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࣭㸲᭶ࡢࡇࢆᛮ࠸࠼ࡍࠕ㐺ᛂࠖ࠸࠺ࡇᑐࡋ
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