
 

成  果  報  告  書 

【H24年度教育改革推進事業経費】 

所属部局 システム工学部 代表者氏名 中島敦司 

事項名  現物教育プロジェクト 

当初計画に対する目標達成率 
        １００ 

          ％ 
事業の終了時期 

 

平成  ２５年  ３月 

予算配分総額 
         １，８００，０００ 

                 円 
経費使用総額 

          １，８００，０００ 

                  円 

【事業の成果】 

 本事業により，学内の学生に南紀熊野での演習に対して8件の支援を行った。具体的には，１）「きのくにジオパークでのジオツーリズムの実施に

向けたガイドブックの作成」（観光学部），２）「『串本町』の歴史を紐解く教案作成」（教育学部），３）「串本で、地域の素材の教材化に取り組

む！」（教育学部），４）「古座川町高池下部区における祭礼での獅子舞の調査および研究」（観光学部，教育学部），５）「古座川自然学習」（シ

ス工，教育学部），６）「紀南現地視察＆体験〜見て・聞いて・動いて〜」（シス工，教育学部），７）「北大和歌山研究林・フレッシュマン実習」

（全学，北大との共催），８）「南紀熊野の山村のくらし」（全学，北大との共催）への支援である。前年の「地域に寄り添う現物教育」よりも支援

件数は増え，指導教員同士の交流，学部を越えた学生演習への支援を実現でき，北大との共催の演習を２回実施できたことは大きな進歩であったが，

その一方で，学会公表を前提とした研究レベルの支援が実現できなかったことは反省された。 

 学術情報としてのオーソライズされた成果の獲得は未実現の状態ではあったが，上記の１），４），７），８）は地域内にて成果発表を実施してお

り，地域に歓迎されただけでなく，その状況はマスコミでも報道された。さらに，７），８）では，北大の教員，学生と，本学の教員と学生が共同参

加した実習となっただけでなく，演習直後に成果報告書を（簡易）製本して地域に提出し（資料２），地域内の自治会で回覧されるなど，学生の得た

成果が地域に歓迎される結果を生み出し，学生も「（調査の）直後には報告書を出すことが当たり前だ」ということ（協力者への説明責任）が理解で

きたようである。また，４）に関しては，事後にDVDを作成し地域に還元した。以上のように，本事業を通じ，参加した学生は個人の学習効果を得た

だけでなく，地域とのコミュニケーションと説明責任を果たすことに成功した。 

 本事業は，過去２年間の「現物教育」の継続として実施したが，今年は前年までよりも学生からの申請に対する評価を厳しくし，結果的に申請課題

の３件を不採択にした。本年度は「申請することも学習である」と位置づけ，申請書の書き方も指導するという方針を取った。特に「学習による到達

目標」を明確にさせることと，「公的資金を活用する」際のモラルやコンプライアンスの担保についての根拠の提出（思考を深めること）を要求し，

申請者との何度かのやりとりの中で，申請内容の整合性の担保ができなかった申請は不採択とした，ということである。代わりに，不採択課題を申請

した学生に対しては，他の採択課題への参加を勧めた結果，当該学生の大半は，南紀熊野における学習に参加することができた。なお，申請者とのや

りとり例は，資料１として添付した通りである。これらの申請書の「査読」を通じ，採択された課題の申請書は，いずれも外部資金の獲得を目指した

申請書として足るレベルの要件を満たすと判断できるものへと書き直させることを実現できた。 

 一方，本事業の受験生への影響得の評価を目的とし，全国500人の被験者（受験生と受験生の家族）を対象としたWebアンケートを実施した。その結

果，被験者は，地方大学への入学のきっかけとして「社会で（卒業後に）役立つ実際的な資格やスキル」を求めており，一部の文系への入学希望学生

を除き，多くの受験生が専門教育に期待して大学を目指すことが明らかとなった。教養教育に期待する受験生も少なくないが，多くの場合，文系で，

かつ，入学後の目標が定まっていない受験生や，教養力が資格につながると誤解している受験生が教養科目への漫然とした期待を持つに止まることも

分かった。大学が目指す「深い教養」や「レベルの高い教養」への期待は極めて小さいことが分かった。さらに，いわゆる「読み書きそろばん」のよ

うな基礎力を高めることへの期待も大きくはなかった。受験生は，大学での修学を通じ「自身のスキル」を高め，厳しい時代を乗り切ろうと考えてい

るようだ。また「使える教養」を身に付ける最も効果的な方法としては，「現物」「現実」を活用した学習であると受け止めている受験生が圧倒的に

多いことも明らかとなった。このように，本事業の方向性である「現物，現実，南紀熊野」と「教養科目化」は，前年の「地域に寄り添う現物教育プ

ロジェクト」で実施したWebアンケートで得た「和大への期待＝南紀熊野での現物」という結果とあわせ，ほぼ間違いはなさそうだ。 

 以上のように，本事業は，内容の再調整は必要であろうが，制度として継続することが重要かつ適切であり，また地域からも望まれていると結論づ

けられる。他方，昨年の事業に引き続き，本事業が学生の指導教員となった新任教員の地域研究，教育のトレーニングの場としても機能したこともあ

り，今後は本学の教職員の研修機能を併せ持たせることも意義のあることであると考えられた。その一方で，年度時限の事業であることで，地域と約

束した中での発展課題に取り組めないこと，単位化のこと，結局は，例えば教養科目のひとつとして予算確保するなどのことがない限り，継続は困難

であると考えるに至った。正式な制度化が実現できれば継続する意義は大いにあるとの自信は深めたが，本年は教養科目への組み入れに失敗した。そ

のハードルは，学部をまたがった教員個人の集団で乗り超えられるものではないと判断し，本事業は，これまでの３年間と同じ様態つまり科目として

の単位化を欠いた状態での継続では次の展開を望むことは困難であり，本年度をもって終了することが適切であると結論づけた。 

 



 

【当初計画段階との対比】 

 一部の点を除き，目標はほぼ達成できたと判断している。マイナスポイントと判断した当初計画との乖離は，教養科目への組み入れに失敗したこと

に尽きる。プロジェクトでは，地域でフィールド活動する際の安全管理ガイドラインを調整し，プロジェクトHPを整備し，事業の意義について教員集

会や本事業の自主公開（学内）ゼミを５回実施するなどし，学内への事業PRを行ってきたが，学内の理解を得るには十分なものではなかった。このた

め，ここでのマイナスポイントを20％と評価した。このように，正式な科目化までの学内理解を得るまでには至っていないが，学内から発刊される情

報誌やリーフレットなどには「現物教育プロジェクト」のことが頻繁に取り上げられ，文科省への報告書などにもプロジェクトの内容が記載されると

いうことでの学内評価は得たものの，単年度事業を越えるまでのレベルには達していないという学内評価がなされているという結果であろう。メンバ

ー自身は，かなりのノウハウは積み上げたつもりでいたが，非常に残念な評価，状況であると受け止めている。 

 一方，採択，支援したテーマのいずれもが，地域で歓迎されたことと，参加学生の反応もよく，学生にとって，地域に出向くことと，地域を演習に

「使わせて頂く」ことの対応関係が自主的に理解され，採択課題どうしの連携，交流も実現され，演習を支援した副次的な成果としてあげられ，当初

計画を越えた成果を得たと判断する材料となった。ここで10％のポイントを加算した。 

 また，地域で実施した成果発表会などの機会を活用し，本学の教育をよりダイナミックに展開する方法について地域住民や協力者とも議論し，上記

の全国500人の被験者（受験生と受験生の家族）を対象としたWebアンケートの実施は当初計画を越えた活動であり，そこで得られた成果は，是非とも

学内に周知させたい内容である。特に，『「使える教養」を身に付ける最も効果的な方法は「現物」「現実」を活用した学習であると受け止めている

受験生が圧倒的に多い』ことが明らかになったことは，前年のWebアンケートで得た，１）南紀熊野の自然や歴史文化を題材とした教育研究，２）現

場現物/教育の展開が，本学を受験する契機になる可能性が低くないという結果と合わせると，本事業の方向性が今後の教育カリキュラムを検討する

上での重要な視点になるものと受け止められる。地の利（地域に存在する現物，現実）を活かすことは，本学の地域での地位ばかりか，受験生に対し

ての地位向上へとつながり，積極的な受験生の増加，本学の大きな課題である「不本意入学者」の減少につながる可能性を示唆するものである。支援

した学生の意見としても，学部を越えた教育，研究への展開の重要性を指摘され，教職員よりもむしろ学生の方が，素直に本学の「地位」「位置」と

地域との対応関係として認識していることが明らかになったことも，当初計画を越えた成果を得たと判断する材料となった。ここで10％のポイントを

加算した。 

 

【今後の展望等】 

○本事業の発展性 

 本事業は，１）学生サービスの質を上げる方法論の開発を主目的にしつつ，並行して，２）北大との包括協定の内容の充実，３）南紀熊野エリアを

本学の特徴ある教育のフィールドとして活用する方法論の開発を目的に実施してきたものである。 

 まず，１）学生サービスについては，正規の演習科目としての開講への要望，提案への相談が学内からプロジェクトチームへ数件寄せられており，

南紀熊野科目群あるいはフィールド演習科目群を構成できる可能性が出てきている。これは，本学の特徴を活かしたカリキュラム群を構築できる可能

性を意味するものである。実現できれば，地域における本学の地位を高めるとともに，ＧＰなどへチャレンジできる要件の整備へとつながる。 

 続いて，２）北大との包括協定であるが，双方が共同した実習を複数回実現でき，また，地域貢献の研究も構想し外部資金に応募するまでになって

きている。このように，南紀熊野を題材とした自然科学と社会科学が融合した総合的な地域研究の可能性の素地ができあがりつつある。世界遺産とし

て注目される南紀熊野を題材とした総合研究は，本学の特徴や地の利を活かした大型の外部資金の獲得につながるチャンスを生み出すものである。 

 最後に，３）南紀熊野エリアの活用であるが，これについては，教員の個人裁量を越え，大学が正式に学生の地域活動に関与（支援）することは，

学生に対する南紀熊野エリアの活用意欲を高める効果につながることが分かった。学生，受験生，地域からの期待も大きい。さらに，本学関係者が，

遠方でもある南紀熊野の地域において直接的に活動することは，地域住民や行政の信用の獲得，向上につながり，本学が関与した知の拠点形成への期

待へとつながる効果を生み出している。このような地域の要望は「地域に寄りそう」ことを目標に掲げた本学の方針と合致しており，さらに実績を積

み上げることで，本学と南紀熊野の密接な関係を示す根拠となり，上記１），２）で指摘した，ＧＰや大型の外部資金の獲得へとつながる要件の整備

へとつながる。僻地域に高等教育機能を整備することは，地方大学のモデルとなりうるもので，このような地域活用活動を他大学に先んじて行うこと

は本学の地位を高めることにおいて，非常に重要なことだといえる。ただし，これらの実現は，いずれも「単位」との関連づけが極めて重要であり，

それが発展可能性を支える裏付けとなるものと判断している。 

 

○改善すべき事項 

 事業の実施に関しては，フィールド調査にかかる学生の負担（主に旅費）が小さくないことである。本学に限らず，現状の大学では論文などの業績

の大半は学生の研究をベースにしており，その実施費用は主に学生の個人負担か，指導教員の外部資金の獲得を基本としている。外部資金の獲得がま

すます厳しくなってきている状況の中，外部資金に頼るだけでは，本学の地域研究の衰退を招きかねない危険性がある。実態として，学生の研究成果

が大学の研究成果に直結しているのだから，学生の研究旅費などの支援を実現することは，大学の示した方針「地域に寄り添う」態度を実現する上で

重要であり，かつ合理的である。これを容易としていない本学の実態は，制度上の課題としてあげられる。 

 また，本事業は，北大との包括連携をベースに置いていることでもあるので，ＧＰなど外部資金の獲得の意味だけでなく，今後は，単位化の実現，



 

教養科目としての位置づけなど，全学的な組織的対応を求めたいところである。また，本事業は，教育支援機構マターの事業ではあったが，実施に際

しては地域創造支援機構や南紀熊野サテライトなど複数部署の支援が不可欠であったため，学内組織間の橋渡しが採択（担当）者レベルでは理解，対

応できず，学内への周知や各種手続きなどに苦戦したことも，全学的な組織的対応を求めたいとした理由である。 

 

○大型の競争的資金等（COE、GP等）への申請実績及び今後の予定 

 大型予算の申請には至っていない。これまで，200〜800万円規模の研究助成へ複数チャレンジした。いずれも不採択であったが，採択に向けての問

題の抽出は実現できた。本事業は「教育」事業であったが，その題材を「研究助成」へと申請したミスマッチがあり，今後は，教育助成に対して申請

することが内容の充実とともに適切だと判断している。この意味では，ＧＰへの申請は適切な対応であるといえるが，そのためには，全学的な理解と

協力を得ることが求められる。さらに，異なる学部（組織）規定の中で業務に従事する教職員個人が集まった有志集団ではなく，全学的な組織として

申請する判断が求められる。全学提案であっても，提案者は学部の許可が必要になるなど，複数学部の有志集団からはやりにくい状況にある。 

 

○その他特筆すべき事項 

 本事業は，教職員が個別に行っている南紀熊野エリアでの研究，教育活動や，学生の構想による教育，研究を統合化し，その高精度化をはかる過程

の中で，住民との連携を深め，地域課題の解決に踏み込む高等教育機能を地域に付加しようとしているものである。地域に出向いての個別研究は学内

にも多々あるが，それらの統合は，過去にもオンリーワン事業などでも試みられたものの，研究に特化したためか，学生の存在があまりクローズアッ

プされず，また，地域の協力を得るまでに至っていないものが大半であることが反省される。一方では，学生の自主活動においては，ボランティアば

かりがクローズアップされ，アカデミアとしての大学のカリキュラムが置き去りになっているという批判がある。これらの課題を改善するためにも，

正式な教養科目での実施が望ましいと考えている。本事業では，地域研究の成果や活動を統合する試みへの再チャレンジでもあり，しかも，地域との

連携と教育に軸足を置いていることは，新しい枠組みの提案として特筆できる。繰り返しになるが，「南紀熊野」は，世界的にも注目される地域でも

あり，そこでの「現物」「現実」は高い教育効果につながる可能性が高く，いずれもWebアンケートもそれを裏付ける結果となった。それを題材に取

り上げる教育プログラムは，他大学にはマネのできないことでもあり，本学の地位の向上につながるものと考えることは当然のことだと判断される。 

 本事業は，関連課題から通じて３年間の事業となったが，そこで得たノウハウや理解できたことは以下のように整理される。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

① 「南紀熊野」「高野」の「現物」「現実」は本学の教育に有効に使える題材である 

   ○ 学生の教育効果が期待できる（自主性育成，コミュニケーション能力向上，教養力の向上･･･） 

   ○ 入学偏差値に起因する「不本意入学」の学生の自信を回復する効果が期待できる 

   ○ 学生の持つ「使える教養を育む効果」とのイメージが整合していることで，やる気を喚起することが期待できる 

   ○ 地の利が受験生の受験のきっかけのひとつになる可能性がある（本学のイメージは，大自然，歴史文化の地にある大学である） 

 

② 単に「行く」「体験する」だけでは教育効果につながらない。教育効果を担保するためには， 

   ○ 何かを「やった」だけでは教育として不十分 → 行為と結果の関連性を学生が理解することの教育効果は大きい 

   ○ 到達目標と位置評価をセットで持ったカリキュラムとして実施しないと教育効果が持続しない → 単位化が適切 

   ○ 単発，単独は教育効果を下げる（上げることはない）→ 複合化と継続が教育効果を高める 

   ○ 成果は必ずまとめ，速やかに地域に還元することで次の発展や展開（地域と本学と学生にとって）が期待できる 

   ○ 理想は「得た成果」が学術的に評価されることを学生が認識できること（達成感） 

 

③ 計画の質，綿密さ以外で重要なことは，学生の安全の確保と資金の確保 

   ○ 安全管理ガイドラインと，学生への安全教育は不可欠，「組織として学生を守っている」態度を学生に見せることが重要 

   ○ 単年度事業では，予算が不安定で，内容の深化が難しい（地域との連携に対して何の約束もできない） 

   ○ 学部学生の「単独行動」に対して交通費を支給できる制度があれば，内容の発展と自由度は格段に高くなる 

 

④ （学術機関としては不本意だが）目立つ媒体による広報が，時には学内外の理解を深めることがある 

   ○ マスコミで取り上げられることで相乗効果につながることもある（もちろん取り上げられ方の「質」の善し悪しは存在するが） 

   ○ 楽しそうな学生の姿は，相乗効果につながることもある（もちろん「楽しいだけ」では大学教育とは言えない） 

   ○ 楽しさを伝えることは比較的に容易だが，教育効果や意義や意味を伝えることは容易ではない（むしろ困難） 

 



 

 

整備したプロジェクトHP 

教育・研究のしくみづくりと，大学最大の地域貢献は「地域への人材輩出」にあることを主張 

広報室と連携して全学HPからリンクされることを希望している 

ただし，「終了したプロジェクト」の紹介に止まってしまうことは残念である 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題：きのくにジオパークでのジオツーリズムの実施に向けたガイドブックの作成 
 
審査結果：「保留（申請書を修正し，再提出された場合に限り，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）本申請は，研究としての申請でした。内容的には，①扱いにくい状態で流通している和

歌山のジオ（パーク）関連情報に対し，専門家でない者でも直感的に理解しやすい情報

に変換，再整理し，ガイドブックにまとめ上げることを主目的としています。そのなか

で，②ガイドブック編纂のスキルについて修得することを，学習目標にあげています。 
	 ２）しかし，①，②の目的，目標を達成することにおいては，現地調査を経なくても実現で

きるとものと考えられます。インターネットを検索するだけでも，詳細なジオ関連情報

を獲得することができ（例えば，和歌山市こども科学博物館 HP など），それらをまと
めるだけでも，クオリティの高いガイドブックの編纂は可能だと考えることもできます。 

	 ３）以上のように，予算を要求された現地調査の必要性が不明であり，その使用の適切性を

判断できる申請内容になっていないと評価されました。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）現地調査を行う必要性が明確に示された申請書となるような加筆，修正が必要です。 
	 ２）本課題において「観光資源として利用できる」かどうかの判断を，少数の申請者の思い

入れや直感だけに寄らないことを示す根拠（理論）の加筆が必要です。つまり，観光資

源の価値づけに対する基準の提示です（今回は，民間の旅行業者などが設定するガイド

ブックではなく，公的な学術機関が編纂する公平なガイドブックになることを前提とし

て下さい。大学の社会信用は意外に高く，大学から発信される情報は，そのまま学術的

な信用となるかも知れません。つまり，公的機関である大学からの情報の出し方として

は「不公平」となってしまう案件や地域が出ないようにしてくことが地域への配慮とし

て絶対条件となります）。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。学内申請だからできるトレ

ーニングだと割り切り，指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請

されることを希望しています。 
以上 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
	 様 

「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 
 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題： 「串本町」の歴史を紐解く教案作成 
 
審査結果：「保留（申請書を修正され，再提出された場合，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）申請書の中でも書かれているように，本企画は，研究室のゼミ旅行を大学の費用にて補

助してもらいたいという企画に読めました。このような趣旨での申請であるなら，公的

資金の公平利用の観点から，支援することはできません（その場合，不採択）。これは，

この予算による支援がないと実現できない学習を行うという論旨の説明が不足している

からだと理解されました。また「学びたいこと」は書かれていましたが，「得たい能力，

スキル」を明示していないため，支援する効果の評価ができませんでした。さらに，串

本が選定された理由が不明であるなど，意欲に対しての信頼性が得られませんでした。 
	 ２）危険を伴う「ダイビング」の計画が唐突に示されているなど，目的と行為の対応関係が

不明であり，申請内容の信頼性に対して疑問がありました。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）この予算による支援がないと実現できない学習を行うという根拠の説明，「得たい能力，

スキル」，それに対応させての行為（「学びたいこと」や「やりたいこと」など）の適

切性の説明の加筆が必要です。 
	 ２）危険を伴う「ダイビング」の計画は，簡単には支持，許可できません。指導教員と相談

され，学内規定を再調査して，規定内で収まる実施内容となる再検討が必要です。 
	 ３）串本の「魅力」の「発信」が目的のひとつになっていますが，申請者の思い入れや直感

だけに寄らないことを示す根拠（理論）の加筆が必要です。つまり，地域資源の価値づ

けに対する基準の提示です（今回は，民間の旅行業者などが発信する情報ではなく，公

的な学術機関が編纂する公平な情報発信となることを前提として下さい。大学の社会信

用は意外に高く，大学から発信される情報は，そのまま学術的な信用となるかも知れま

せん。つまり，公的機関である大学からの情報の出し方としては「不公平」となってし

まう案件や地域が出ないようにしてくことが地域への配慮として絶対条件となります）。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。トレーニングだと割り切り，

指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請されることを希望してい

ます。 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題：串本で、地域の素材の教材化に取り組む！ 
 
審査結果：「保留（申請書を修正され，再提出された場合，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）学習題材を選定された理由については多く書かれていましたが，予算による支援がない

と実現できない学習を行うという論旨の説明が読み取れませんでした。 
	 ２）また，現地での行為は書かれていましたが，「得たい能力，スキル」を明示していない

ため，支援する効果の評価ができませんでした（問題を見通す力を養うこと，が「得た

い能力，スキル」に相当するか？）。 
	 ３）申請書として，主張部分が冗長であり，どこに主題が書かれているか，読み取れる状態

になかったことで，内容の評価を公正に行えませんでした。特に，社会の「是非」が決

まっていないテーマに対し，片側の社会欲求を「べき論」で教材化することは，一歩間

違うと，子ども達に対する価値誘導，価値観の押しつけに相当する恐れがあり，教材を

作成する上での公平性の確保が記載されていなかったことへの不安がありました。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）この予算による支援がないと実現できない学習を行うという根拠の説明，「得たい能力，

スキル」，それに対応させての行為（「学びたいこと」や「やりたいこと」など）の適

切性の説明の加筆が必要です。 
	 ２）申請書の体裁として，箇条書きを採用されるなど，審査が容易となるような修正（審査

者への配慮）を求めます。読みやすい申請書は高評価となりやすいことをご理解下さい。 
	 ３）社会の「是非」が決まっていない事項を教材化する際，その適切性の確保に対する根拠

の説明を加筆して下さい。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。トレーニングだと割り切り，

指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請されることを希望してい

ます。 
以上 

 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題：古座川町高池地区(上部,下部)における祭礼での獅子舞の調査および研究 
 
審査結果：「保留（申請書を修正され，再提出された場合，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）指導教員とよく相談されたようで，読みやすく，目的と行為の対応関係も明確な研究申

請となっていました。その結果，支援する価値のあるテーマだと評価されました。 
	 ２）しかし，類似テーマで，同一指導教員の関与による申請があり，限られた総額予算の中

で類似テーマ２件を支援することに対し，審査員の中で疑問の声がありました。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）指導教員と再相談され，類似テーマとの合体など，再調整ができないかどうか，ご検討

下さい。 
	 ２）もしも，合体される場合は，実際に必要な最低予算について，30 万円の上限に過剰にこ

だわらず，正直な予算計画も「仮に」立ててみてください。その試算結果もお示し下さ

い。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。トレーニングだと割り切り，

指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請されることを希望してい

ます。 
 

以上 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題：古座川町 3 地区（高池下部、西川、三尾川）における祭礼での獅子舞の映像記録・

保存 
 
審査結果：「保留（申請書を修正され，再提出された場合，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）指導教員とよく相談されたようで，読みやすく，目的と行為の対応関係も明確な研究申

請となっていました。その結果，支援する価値のあるテーマだと評価されました。 
	 ２）しかし，類似テーマで，同一指導教員の関与による申請があり，限られた総額予算の中

で類似テーマ２件を支援することに対し，審査員の中で疑問の声がありました。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）指導教員と再相談され，類似テーマとの合体など，再調整ができないかどうか，ご検討

下さい。 
	 ２）もしも，合体される場合は，実際に必要な最低予算について，30 万円の上限に過剰にこ

だわらず，正直な予算計画も「仮に」立ててみてください。その試算結果もお示し下さ

い。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。トレーニングだと割り切り，

指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請されることを希望してい

ます。 
 

以上 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題： mina“no”kodo project 
 
審査結果：「不採択」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）興味深いテーマ，希望内容でしたが，計画の内容に能力的，時間配分的，予算的な想定

規模に無理があり，支援しても，貴君らの学習効果につながることへの保障を想定でき

ませんでした。 
	 ２）予算計画など，募集要項にしたがった申請書となっていなかったため，計画の実行可能

性について審査することができませんでした。 
 
２．不採択後の対応 
	 １）結果の内容などの詳細に関しては，指導教員に問い合わせて下さい。 
	 ２）北大和歌山研究林における，森林の利活用を題材とした演習や，木工の演習。さらに，

山村調査に関する他の企画が複数回，実施される計画です。これらへの参加をお勧めし

ます。 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。今回は，トレーニングだと

割り切り，指導教員と良く相談して，今後は，より良き申請書が作成できる能力を身に付

ける学習をされることを希望しています。また，この企画に限らず，南紀熊野を学習題材

として積極的に利活用されることを希望しています。 
 

以上 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題：古座川自然学習 
 
審査結果：「保留（申請書を修正され，再提出された場合，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）現地での行為や「学びたいこと」は書かれていましたが，「得たい能力，スキル」を明

示していないため，支援する効果の評価ができませんでした。 
	 ２）指導教員との相談が不十分であったのではないか，疑いがあります。例えば，和歌山大

学の規定として予算支出できない費目が予算計上されていたり，逆に，予算がないと実

現できないことの予算が計上されていないなど，「やっつけ」作業で申請書を作成され

た感がぬぐえませんでした。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）審査員の中には「不採択が適当である」との厳しい意見もありました。ただ，過去に実

績のある演習を受けての計画だと理解され，貴君らの先輩への信頼があったことで，か

ろうじて「保留」の評価に止まっていると理解してください。指導教員と，再度，深く

相談して，申請書を作り直して下さい。なお，指導教員が非協力的であると感じたなら，

その旨，強く主張し，指導教員に態度を改めてもらって下さい。 
	 ２）この予算による支援がないと実現できない学習を行うという根拠の説明，「得たい能力，

スキル」，それに対応させての行為（「学びたいこと」や「やりたいこと」など）の適

切性の説明の加筆が必要です。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。トレーニングだと割り切り，

指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請されることを希望してい

ます。 
以上 

 



2012年７月 25日 

「現物教育」プロジェクトへの申請に関する審査結果 
 

	 様 
「現物教育」プロジェクト	 代表	 中島敦司 

 
この度は，現物教育プロジェクトへの申請ありがとうござました。申請された申請書に関し，

プロジェクトチームにて審査し，以下のような結果となりましたので，お知らせいたします。 
 
申請課題：紀南現地視察＆体験	 見て・聞いて・動いて	 ～紀南で感じる 2日間～ 
 
審査結果：「保留（申請書を修正され，再提出された場合，再審査）」 
 
１．上記結果に至った理由 
	 １）すでに，自主的な学習を開始しているテーマに関し，それを深め「学術機関である大学

らしい」社会貢献活動へとつなげることに対し，学内での支援者を増やすための申請で

あると読み取れました。学術情報をベースに，現地の復興支援を組み合わせる「大学で

しかできない」企画には好感が持てました。 
	 ２）しかし，予算による支援がないと実現できない学習を行うという論旨の説明が読み取れ

ませんでした。また，現地での行為（やりたいこと，など）は書かれていましたが，

「得たい能力，スキル」を明示していないため，支援する効果の評価ができませんでし

た。 
	 ３）申請書として，前段説明などが冗長であり，どこに主題が書かれているか，読み取れる

状態になかったことで，内容の評価を公正に行えませんでした。また，どこで何を行う

のかの具体情報が欠落していたことで，行為と予算の対応関係の適切性が評価できませ

んでした。 
 
２．再申請をする場合の要修正事項 
	 １）この予算による支援がないと実現できない学習を行うという根拠の説明，「得たい能力，

スキル」，それに対応させての行為（「学びたいこと」や「やりたいこと」など）の適

切性の説明の加筆が必要です。 
	 ２）さらに，行為に対する説明の具体性を増すような修正を求めます。 
	 ３）申請書の体裁として，箇条書きを多く採用されるなど，審査が容易となるような修正

（審査者への配慮）を求めます。読みやすい申請書は高評価となりやすいことをご理解

下さい。 
 
３．再申請する場合の注意事項 
	 １）修正申請書の提出期限：8 月１日	 17:00（定期試験などで修困難な場合，ご相談下さい） 
	 ２）修正申請書の提出方法：当初申請と同様 
	 ３）再審査の結果開示	 	 ：8月７日（予定） 
 
※	 なお，今回は「予算を獲得するための申請をする」というトレーニングを兼ねていますの

で，厳しく感じるかもしれない指摘を「あえて」しています。トレーニングだと割り切り，

指導教員と良く相談して，より良き申請書へと修正され，再申請されることを希望してい

ます。 
以上 


	【A5】H24_成果報告書(S中島)
	中島_資料1



