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・Completion of “Seikataruta” (http://seikataruta.com/app/), a unique communication assisting tool 

created by Kyoto Seika University based on the card game “KATARUTA” 

・ Confi rmation of an improved level of student communication by creating Seikataruta and using it at 

the new student orientation at the university

・ Creation of a collaborative research model with other universities in the study of communication and 

active learning

・ Utilization of Seikataruta as PR material for general use in society

・ Formation of the concept of “interactive learning” though this research
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Ⅰ．はじめに

「カタルタ（KATARUTA）」は、発想力を高め、コミュニケーションを豊かにするカードゲー

ム（兼 iPhone 用アプリ）である 1。発見を促し、視点を変えるスキルを育てることを目的とし

て開発された。カタルタはトランプと同じ枚数の54枚のカードに書かれた接続詞や副詞「実は」

「ちなみに」「しかし」「残念ながら」等々のリンクワードを使って遊ぶ、つまり言葉遊びのゲー

ムであり、参加者はそれらの言葉を上手く使って、自己紹介やストーリー作り、テーマに沿っ

た話を進めるというものである。カタルタは遊びを通して人の本音や核心に迫り、それによっ

て人と人との距離を縮めることを可能にするとされている。人は他人に何かを話すとき、頭の

中で一度文章を組み立てて整理してから話し出す。その際、言う必要がないと判断された多く

の本音は語られずに終わる。しかし、カタルタでは話すべき文章の構成をカードによって半ば

強制的に決められてしまうため、カードによって導かれる文章を短時間で必死に組み立てよう

とし、その際に本音を吐露する。いわば、本能に近い反射を利用したゲームで、初対面同士、

友人同士での遊びはもちろん、企業研修、自己紹介、ブレインストーミング（Brainstorming）、

アイスブレイク（Ice Break）などビジネス面でも活用されており、高い効果を発揮すること

が期待されている。

近年、芸術系・文化系の学生のいずれにおいても、友達や教員とのコミュニケーション、課

題制作、グループワークをはじめ、論文執筆や作品制作にあたって学生が直面するさまざまな

コミュニケーションに関する問題が浮き彫りにされるなか、本学も例外なくこのような問題に

カードゲーム「カタルタ」を用いた
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直面していると言える。大学生など若い年代の人たちのコミュニケーション・スキルの低下は

既に問題視されている 2 3。その為、本学における教育活動の質を高める、あるいは社会に通用

する人間を輩出するために、学生のコミュニケーション能力を高めるような取り組みを行い、

その成果を社会へと発信することは大変有意義な事であると考える。

そこで我々は、自分の考えを言葉に表すことが苦手な学生や発想のバリエーションに乏しい

学生、うまく着想ができない学生の思考およびコミュニケーションのスキルを上達させること

を目的とした「カタルタ」を応用、カスタマイズするとともに、とくに芸術系の学生を対象に、

その有効な活用法を開発・提言することとした。まずパイロット・スタディとして、本論文は、

カタルタの認知度、使用した際の感想などの基礎的データを報告する。

Ⅱ．方法

１．被験者

本研究の被験者は、K大学に在籍する男子学生 10名、女子学生 50名の計 60名（人文学部

2名、芸術学部 14名、デザイン学部 14名、マンガ学部 27名、ポピュラーカルチャー学部 3名、

平均年齢18.3± 3.6歳）であった。被験者には、本研究の目的や調査内容について事前に説明し、

研究参加の同意を得た。

２．データ収集

データ収集に際し、K大学 5学部に被験者を募り、60名の希望学生が本研究へ参加した。

被験者にはアンケートWebサイト（http://kataruta.shinuchi.com/）を用いて、全 10項目の質

問（表 1）に対して回答させた（図 1～ 4）。回答する時期、回答に要する時間は被験者の任意

とした。

３．統計処理

質問項目 4～ 10において、回答の割合を比較するためにX2検定を用いた。有意水準は危

険率 5%とした。
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表 1　全質問項目
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図 1　 Webアンケートの流れ①

図 2　 Webアンケートの流れ②
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Ⅲ．結果

問4．「カタルタを知っていましたか？」の回答を比較した結果、「知らなかった」の回答が

有意に多かった（表 2）。「知っていた」と回答した者のうち、「いつ」「どこで」知ったかに関

する回答は表 2の通りであった。問 5．「カタルタを使用したことがありますか？」の回答を

比較した結果、「ない」の回答が有意に多かった（表 3）。「ある」と回答した者のうち、「いつ」

「どこで」知ったかに関する回答は表 3の通りであった。問 6．「カタルタを使用しないで考え

た自己紹介と使用した後の自己紹介、どちらのほうがお好きでしょうか？」の回答を比較した

 

図 3　 Webアンケートの流れ③

図 4　 Webアンケートの流れ④
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表 2　問 4の結果

表 3　問 5の結果
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表 4-1　問 6の結果
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表 4 - 2　問 6の結果

表 5　問 7の結果
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結果　4-1、4-2 の通りであった。問 7．「カタルタを使用した答えに関して、自身の考え方の癖

や、伝え方の特徴、忘れていた記憶などの発見はありましたか？」の回答を比較した結果、「あっ

た」と「なかった」の回答割合に有意な差はみられなかった（表 5）。「あった」と回答した場

合の内容については表 5の通りであった。問 8．「カタルタを使用した答えに関して、自分の

中で、新しい表現はありましたか？」の回答を比較した結果、「あった」と「なかった」の回

答割合に有意な差はみられなかった（表 6）。「あった」と回答した場合の内容については表 6

の通りであった。問 9．「初めて人に明かす内容がありましたか？」の回答を比較した結果、「な

かった」の回答が有意に多かった（表 7）。「あった」と回答した場合の内容については表 7の

通りであった。問 10．「そもそも、あなたは自己紹介が得意ですか？不得意ですか？」の回答

を比較した結果、「不得意」の回答が有意に多かった（表 8-1）。それぞれの回答の理由につい

ては表 8-1、8-2 の通りであった。

 
 
 

 

 

 

表 6　問 8の結果
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表 7　問 9の結果

表 8 -1　問 10の結果
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表 8 - 2　問 10の結果
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Ⅳ．考察

まず、カタルタというツールを本研究対象がどの程度認知していたかというと、「カタルタ

を知らなかった」、「カタルタを使用したことがない」という回答が有意に多く、大半が実験前

にはカタルタの存在を認知していなかった。一方で、「カタルタを用いた自己紹介の方が好き」

という回答が有意に多く、カタルタは予備知識が無い全く初めて使用する人に対して、ポジティ

ブな効果がある可能性が示された。つまり、カタルタの効果を得るために何度かカタルタを使

用して経験値を積む必要が必ずしもあるわけではなく、対象者が初めて使用する企業研修、自

己紹介、ブレインストーミング、アイスブレイクにも有効であると推察された。

カタルタを使用した自己紹介の方が好きという意見が約 70％を占めた反面、訳 30％は文章

としての不正確さや、自己の吐露が不快に感じたという理由のもと、カタルタを使用しない方

がよかったと回答した。しかしながら、会話は通常 2人以上で行うものであり、その際は文章

として正確なものでなくとも意思疎通ができたり、自己開示が思わぬ会話の方向性や繋がりを

生む場合が多々ある。今回のアンケート調査は 1人で回答する形式で行ったため、実際に 2人

でカタルタを使用し会話をした後のアンケート結果では、今回の結果と異なる傾向を示す可能

性も考えられた。

「カタルタを使用した答えに関して、自身の考え方の癖や、伝え方の特徴、忘れていた記憶

などの発見はありましたか？」という問いの回答では、「あった」と「なかった」の回答割合

に有意な差はみられなかった。また、「カタルタを使用した答えに関して、自分の中で、新し

い表現はありましたか？」という問いの回答では、「あった」と「なかった」の回答割合に有

意な差はみられなかった。さらに、「カタルタを使用した答えに関して、自分の中で、新しい

表現はありましたか？」という問いの回答では、「あった」と「なかった」の回答割合に有意

な差はみられなかった。これらの結果から、カタルタを使用した際に起こる自身の変化、つま

り新たな自分に気づくといった「自己発見」には個人差が大きく存在する可能性が示された。

一方、見方を変えると、新たな自己の発見ではなく、既に自分が形成している自分のイメージ

や、普段から使う言葉・表現を用いているだけであるが、ポジティブな自己紹介・自己開示を

促すことができたと考えられる。同様に、「初めて人に明かす内容がありましたか？」の回答

を比較した結果、「なかった」の回答が有意に多かったことから、何か特別なことを開示した

り獲得したりしてコミュニケーションを行ったのではなく、既に自分の中に存在する言葉や事

柄を使ってのコミュニケーション活動が行われていたと考えられる。そのため、コミュニケー

ションに対して高い壁を感じるような人に対して、コミュニケーションとは特別な事ではなく

平易なことで実行できるとの考え方をカタルタは提供出来得る可能性がある。最後の問いで、
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自己紹介が不得意であると回答した割合が有意に高く、自分の思いをどう表現したらいいのか

分からないというような理由が多かった。そのため、前述したようなコミュニケーションとは

特別な事ではなく平易なことで成立し、自分の中に既にある言葉や事柄を使って会話すれば良

いというパラダイムをカタルタによって提供することができれば、今後、コミュニケーション

能力向上の方策の一助となるのではないだろうか。

Ⅴ．まとめ

2005 本研究の目的は、カタルタの認知度、使用した際の感想などの基礎的データを収集す

ることであった。検討の結果、以下のことが明らかとなった。

1．「カタルタを知らなかった」、「カタルタを使用したことがない」という回答が有意に多く、

大半が実験前にはカタルタの存在を認知していなかった。

2．「カタルタを用いた自己紹介の方が好き」という回答が有意に多く、カタルタは予備知

識が無い全く初めて使用する人に対して、ポジティブな効果がある可能性が示された。

3．カタルタを使用した自己紹介の方が好きという意見が約 70％を占めた。

4．「カタルタを使用した答えに関して、自身の考え方の癖や、伝え方の特徴、忘れていた

記憶などの発見はありましたか？」という問いの回答では、「あった」と「なかった」

の回答割合に有意な差はみられなかった。また、「カタルタを使用した答えに関して、

自分の中で、新しい表現はありましたか？」という問いの回答では、「あった」と「なかっ

た」の回答割合に有意な差はみられなかった。さらに、「カタルタを使用した答えに関

して、自分の中で、新しい表現はありましたか？」という問いの回答では、「あった」

と「なかった」の回答割合に有意な差はみられなかった。

5．「初めて人に明かす内容がありましたか？」の回答を比較した結果、「なかった」の回答

が有意に多かった。

6．自己紹介が不得意であると回答した割合が有意に高かった。

　  本研究はパイロット・スタディとして基礎データを収集、報告したものである。今後、

さらに研究対象を拡大してデータを蓄積し、カタルタ使用者のコミュニケーション能

力の変化を評価するような縦断的研究などを行う必要がある。
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