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開会挨拶

ただいまご紹介いただきました、ＦＤ推進室長の磯辺でございます。本磯辺

日は学年度末ということで、学内の先生方は大変お忙しい時期に、このように

多くの方々にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。

また、今日は学内の教職員だけではなくて、学外からも企業の方、あるいは

学外の学生さんも参加されております。こういう方々にも、今日はご参加いた

だき大変ありがとうございます。

今、司会のほうからもご紹介がありましたように、川嶋先生には、本日、基

調講演をお願いをすることになっております。先生は「大学教育とキャリア教

育」ということで、非常に研究業績がございまして、また、全国各地でこの方

面の講演会や、研究会でご活躍されている大変著名な先生でございます。

このお忙しい中を、本日の国士舘大学のＦＤシンポジウムを快くお引き受け

くださったことをこの場を借りまして、改めて厚くお礼申し上げます。どうも

ありがとうございました。

川嶋先生のご経歴につきましては、司会の方からありました、また皆さん方

のお手元にも、アンケート用紙の付いております資料の中にも川嶋先生のご経

歴がございますので、それをご覧になってください。

さて、本学ではご存じのように、昨年の１０月１日にＦＤ推進室が設置され

ました。これによりまして、私どもはこのＦＤの活動を今後どういうふうに進

、めていったらいいだろうかということで、いろいろと検討してまいりましたが

先ずは表題にもありますように 「学士課程教育とキャリア教育」という、シ、

ンポジウムテーマでの開催ということになったわけでございます。

もう皆さん方もご存じのように 「学士力」とか 「単位の実質化」とか、さ、 、

らには「キャリア教育」というのが、非常に今話題になっていますけれども、

そういったところに今日は視点を置いていただいて、ＦＤへの取り組みについ

てそれぞれ皆さん方が意見交換をする中で、ＦＤに対する共通理解をしていた

だければありがたいなと思っております。

そして、その意見交換、共通理解をした中で、それを今度は学部等に持ち帰っ

て、それぞれの学部等でのＦＤの取り組みに今日のこのシンポジウムの成果を

生かしてもらって、今後さらに積極的なＦＤの取り組みを進めてもらえれば、

、今日のこのシンポジウムの目的は達せられたのかなと、意義があったのかなと

そのように思っております。

本日は限られた時間ではございますが、有意義な時間になることを願いまし

て、私の開会のごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございま

した。

司会 磯辺副学長、ありがとうございました。続きまして国士舘大学学長、若

林克彦教授からごあいさつ申し上げます。
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学長挨拶

皆さん、こんにちは。本日はＦＤ推進室主催の学士課程教育とキャリア若林

。教育シンポジウムに多数お集まりいただきまして、誠にありがとうございます

このシンポジウムにおきまして、先ほど来紹介のあります神戸大学教育推進機

構国際協力研究科教授の川嶋太津夫先生に基調講演、さらにはパネルディスカ

ッションにおきまして、パネリストとして参加していただきますことに深く感

謝申し上げます。

さて、このシンポジウムを主催いたしますＦＤ推進室は、先ほど話がござい

ましたように、昨年の１０月１日に開設されたわけでございますけれども、そ

の目的は、教育研究の質的改善と向上を目的として教員が授業内容、方法等に

ついての改善に関しまして、向上するための組織的な取り組みを支援するとい

うことと併せて、学校教育法に規定する認証評価機関による評価を受けるうえ

での、必要な事務を遂行するために設立されたわけでございます。

皆様、ご存じのように、大学設置基準が改正されました。そして、大学院教

育に続きまして、学士課程教育のＦＤが努力義務から実施義務へと変わってき

たわけでございます。大学設置基準「第２５条３項」には 「大学は、当該大、

学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する

ものとする」というふうに記載されているわけでございます。

ご存じのように、大学設置基準って 低の基準ということで、 低の基準た

、る大学設置基準では、プライオリティーとして授業の内容、方法の改善だけは

少なくともしっかりと実施することと理解されているわけであります。 低基

、準の趣旨を踏まえて、どういう事柄をＦＤに位置付けて行うかにつきましては

。まさに国士舘大学が自主的・自律的に決定すべきことであると考えております

本学においてもＦＤに真剣に取り組み、教員の教育力向上を図っていく必要

があると思います。ＦＤは単なるテクニックではなく、教育の問い直しと不可

分に結び付いた問題であると思います。またＦＤは、教員集団が個々人の教授

能力を増すだけでなく、教員集団全体が集団として組織的指導力を高めること

を目指しております。

国士舘大学はＦＤ推進室を開設し、全学的な組織として教育の内容及び方法

の改善を中心に、幅広く教職員を支援していくこととなりました。その支援の

一環として、本日のシンポジウムが企画されたわけでございます。本日の出席

者の中には、事務局長さんをはじめとする多くの職員の皆様がおられます。ぜ

ひ 「ＳＤ(スタッフ・ディベロップメント)」の推進についてのご参考にさせ、

ていただければと、考えておるところであります。

学士課程教育の教育改革の成否は、教育現場の教職員の意識改革がなければ

一歩も進みません。中央教育審議会大学分科会の学士課程教育構築に向けての

答申案は、教員のＦＤや職員のＳＤの実効ある活動を促しているところであり

ます。

本日は大学教育とキャリア教育の背景、あるいは在り方について基調講演を
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いただき、さらにパネルディスカッションを通して、社会が求めるキャリア教

育、大学卒業生に求められる学士力教育について、国士舘大学がどのように取

り組むべきかを、これを 終目的としておるのでありますけれども、本日はこ

の種のシンポジウムがまず 初でございます。従いまして、各学部の現状報告

から始まりまして、そしてキャリア支援形成センターとの関係、あるいはその

他いろいろ前向きの取り組みについてご検討いただき、ご討論いただければと

考えているわけでございます。

このシンポジウムに参加された皆様方にとりまして、実りあるものになるこ

とを祈念申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

若林学長、ありがとうございました。それでは、これから基調講演をし司会

ていただきます。

川嶋先生をご紹介申し上げます。先ほどお話しがありましたが、お手元の資

料に川嶋先生の略歴が入っております。それをご覧いただければと思います。

川嶋先生、よろしくお願いいたします。
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Ⅰ 基調講演

「学士課程教育とキャリア教育」
～その背景と在り方（学士課程教育の構築の視点から）～

講 師

川嶋 太津夫 神戸大学大学教育推進機構・国際協力研究科教授
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川嶋太津夫（かわしま たつお）氏 略歴

神戸大学大学教育推進機構教授・国際協力研究科教授

第４期中央教育審議会 大学分科会 制度・教育部会 学士課程教育の在り方に関する小委員

会専門委員

日本私立大学協会附置私学高等教育研究所研究員

１９５４年岐阜県生まれ。

名古屋大学大学院で教育社会学を専攻。名古屋大学教育学部助手を経て、１９９３年に神戸

大学大学教育研究センターに助教授として赴任。その後、１９９９年に教授に昇任。現在、

大学教育推進機構および大学院国際協力研究科教授。また、国立大学協会入試委員会専門委

員、第４期中央教育審議会専門委員。

現在の専攻分野は比較高等教育論、教育協力論。

、 』、 』、主な研究成果としては 『初年次教育：歴史・理論・実践と世界的動向 『大学改革の現在

『大学のカリキュラム改革』(いずれも共著)などがある。

※ 本文括弧内数字は、資料番号を表します。
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ただいま過分なるご紹介をいただきました、神戸大学の川嶋でございま川嶋

す。本日は国士舘大学のこういう機会にお招きいただきまして、大変ありがと

うございます。

若林学長先生のほうからもご紹介がありましたが、中教審あるいは文部科学

省として、さまざまな法律改正を行ったり答申を出しておりますが、基本的な

考え方はやはり大学というのは自律的・自主的な教育研究組織でございますの

で、何をどうするかということは大学、あるいは大学の教職員の方が自律的・

自主的に判断していただくということになっております。

従いまして、昨年１２月に出ました「学士課程教育の構築に向けて」という

答申もあくまでも教科書としてではなくて、参考書として国士舘大学の教育研

究の質の向上のために使っていただければというのが、私の個人的な思いであ

ります。

今日お話しするのは「学士課程教育とキャリア教育」についてです。この二

つのキーワードといいますか言葉について、多くの方々はこれまであまり聞い

たことがない言葉かもしれません 「学士課程教育」というのは、今申し上げ。

ました１２月の答申で正式な文書のタイトルとして初めて使われました。これ

までは「学部教育 、あるいは「学部段階の教育」というかたちで表現されて」

まいりました。

なぜ「学士課程教育」という言葉に変わったかといいますと、これは２００

５年に「 我が国の高等教育の）将来像（答申 」というのが出ましたけれども、（ ）

その中にこれまでは教育の体制が、学部・学科といった専門分野ごとに作られ

、た組織を、いわゆる組織を基盤として教育体制が作られた。しかしこれからは

学位を授与するに至る一つのプロセスとしての教育の体制を作っていかなけれ

ばいけないということで、組織に基づく教育体制ではなくて、学位授与に至る

過程（プロセス）という観点から教育の在り方を考えていかなければという提

言がされました。

従いまして、いわゆる学部教育を修えた学生には「学士」という学位が授与

されるわけですから 「何々学部教育」ではなくて、国士舘大学で学士号を授、

与される「国士舘大学の学士課程教育 「学士プログラム」というかたちで、」、

教育体制を考え直していくべきである。例えば、国士舘大学ではそういうこと

になる。

そういうふうにこれから、よく 近の言葉で言うと 「プログラム化」とい、

、うことが言われておりますが、そういう観点から、これまでの日本の学部教育

学部段階の教育の在り方を課程中心の考え方に変えていこうということで、こ

こにありますように「学士課程教育」という言葉が新たに表に出てきた。

「キャリア教育」という言葉も、これは確かに数年いろいろなところで言わ

、れておりますけれども、ご承知のように、中央教育審議会でも諮問が出まして

今後小学校から大学を通じて 「キャリア教育はどうあるべきか」ということ、

をしばらく時間をかけて検討しようということになりました。

、キャリア教育といいますととかく、今日もあとでお話しするかと思いますが
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職業教育とか、就職のための教育というふうに考えがちですが 「キャリア」、

というのはそういう意味もあるかもしれませんけれども、言ってみれば、私た

ちの人生そのものが「キャリア」ということになりますので 「キャリア教、

育」と言った場合、やはり一人一人として人生をどう生きていくのかと、そう

。いうことが一番の重要なテーマになるのではないかというふうに私は考えます

そういう意味で 「学士課程教育とキャリア教育 、ここでは「アンド」で結、 」

んでおりますけれども、二項対立的な概念ではなくて、学士課程教育とキャリ

ア教育とは非常に親和的な関係にあるのではないかと思っております。

今日お話しするのは、ここにアウトライン(2)として「自己紹介 「キャリ」、

ア教育の背景 「キャリア教育とは 「 持続的就業力』の教育 「学士課程」、 」、 『 」、

とキャリア教育 「アウトカムを重視した学士課程教育 「学士課程教育・キ」、 」、

ャリア教育に必要な授業方法改革」というような、こういうような項目につい

てお話ししたいというふうに考えております。

自己紹介は先ほど来、すでにしていただきましたし、またお手元にも私の略

歴が渡されているということですので省きます。

今日は大きく分けますと、キャリア教育はなぜ今、非常に重要視されてきた

のか、その中で私が考えますキャリア教育の重要な要素は何かと、それから今

お話ししましたように学士課程教育とキャリア教育との在り方、関係はどうな

っているのかについてお話します。

それから、キャリア教育に限らずもっと学士課程教育、あるいは学士課程に

限らず初等教育、中等教育を通じて目指すべき方向として、成果を重視した、

あるいはアウトカムを重視した教育の在り方というお話をします。そのために

は単にカリキュラムを変えるというだけでは不十分でございまして、教授法の

改革が不可欠であるというようなことを 後にお話ししたいというふうに思っ

ております。

言ってみれば、こういうアウトラインというのは先生方でしたら、シラバス

というものを毎年学期の初めに考えられると思うんですが 「１回目にこうい、

うことを話す 「私はこういうことを話すよ 「２回目には、じゃ、キャリア」、 」、

教育の背景について講義しようか」と 「３回目の授業ではキャリア教育は何、

なのかについて講義をしよう」と、そういう観点から作られたものがアウトラ

インでございます。

今日お話しすることのポイントの一つである 「アウトカムを重視した学士、

課程教育」という観点から、もう少しこれを書き換えてみますと、ここにあり

ますように、今日の皆様方に私から期待していることですけれども、私の講演

を通じてこういうことができるようになって、あるいは理解して帰っていただ

きたいということで、それを「ラーニング・アウトカムズ」というふうに呼ん

でおります。

今日のラーニング・アウトカムズ(3)は、参加者の皆さんは、この講演、１時

間ほど終わった段階、あるいは全体のシンポジウムの終了時に 「学士課程教、

育にキャリア教育が求められる背景を理解する 「学士課程におけるキャリア」。

8



教育とは何かについて、自分なりの見解を持つことができる 「アウトカムを」。

重視した学士課程教育についての理解を深める 「高等教育のパラダイム転換」。

」。 」 、を理解する 「アクティブ・ラーニングの重要性を認識する 。そして 後に

「講演者に一つは質問ができる」というようなことを皆様方が、このシンポジ

ウムが終わった段階で理解したり、質問してほしいなという期待を表明して書

いたものです。

つまり、教えたり話す講演者の立場ではなくて学んでいる側から、ある一つ

の授業なり一つの教育プログラムが終わったときに、こういうゴールがある、

こういうことができなきゃいけないというかたちで示したものが、ラーニン

グ・アウトカムズです。これが今、学士課程教育で重要な方法性として出され

ているということであります。

まず 初に 「なぜキャリア教育というのが、とりわけ学士課程教育で必要、

だ」というふうに言われているのか、その背景についてお話ししたいというふ

うに思っております。

大きく五つほど背景をまとめてみました。(4)「知識基盤社会 「ポートフ」、

ォリオ社会 「高等教育のユニバーサル化 「大学全入時代における大学経営」、 」、

の在り方 、それから「大学のミッション」というものであります。」

一つずつ多少詳しくお話ししますと、皆様方もご承知のように、２１世紀は

知識基盤社会(5、6)であるということは、さまざまなところでお耳にされてい

、ることと思います。大学進学者が非常に増えております。従って、大学卒業生

４年制大学卒業、いわゆる学士がこれからの日本の労働市場の中でますます中

核的な人材となっていくということであります。

、これは事務系に限ったものですけれども、就職者のうち７、８割が今や高卒

、中卒者ではなくて大学卒業者ということです。つまり、日本の社会の在り方は

学士がどのような人材であるのか、人間であるかによって、大きく影響される

というわけですね。そういう意味で、学士課程教育というのは非常に重要な役

割、あるいは期待をされているというわけであります。

知識基盤社会の中で、どういう人材が求められているのかということであり

ます。知識基盤社会というのは、ものを作るということ以上に、新しい知識や

情報を生み出すことに価値があるという社会であります。ところが、じゃ、だ

れが新しい知識や情報を生み出すのかというと、これはいくら人工知能（Ａ

Ｉ）が発達したとはいえ、やはり 終的に新しいアイデアを生み出すのは人間

でございます。国民あるいは一人一人の能力を高めていくということが、どう

しても不可欠であります。

従って、とりわけ知識を生み出すという仕事に従事するというのは、学歴の

高い人、学士、修士、博士ということになりますので、高等教育の質をいかに

高めていくか、その中で知識基盤社会に必要な人材をいかにして育成していく

。のかというのが、これは日本だけではなくて各国共通のテーマになっています

従いまして、経済学にお詳しい方はご存じのことだと思いますが 「ヒュー、

マン・キャピタル・セオリー（人的資本論 」というのがございますけれども、）
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改めて高等教育というのが人的資本の育成に非常に重要な役割を持っているん

だっていうことが、世界各国で認識されるようになってきたということであり

ます。

従って、わが国も大学進学者が量的に多すぎるという話もあるけれども、国

としてはそういう「量的に増やし過ぎたんではないか」という意見にはくみし

ないで 「さらに大学進学者を増やす必要があるんだ」ということを政策的に、

も明確にしております。

この知識基盤社会では、新しい情報、知識をどんどん生み出していかなけれ

ばいけませんので、常に自分のスキルとか知識を磨いて新しいものに作り替え

ていき、自分の人生・キャリアを自ら自律的に開発・管理する、そういう能力

を持った人材、とりわけ学士というのを育成していく必要があるんだというこ

とであります。

それから、二つ目の背景としてはここ(7 、8)にありますように、ポートフォ

リオ社会と生涯学習社会というものが、やはり知識基盤社会と同様に２１世紀

の大きな特色でございます。皆さん、ご承知のように、ここ数年言われており

、ますことは、大学卒業後３年で３割の人が 初に就いた仕事を辞めてしまうと

「卒業後３年で３割が離職」ということがよく言われております。

実はこの前に、これは大学卒ですけれども、高等学校卒と中卒も見てみます

とどういうことが言えるかというと 「七五三」というふうに言われています。、

中学卒業者は、卒業３年で７割がもう 初に就いた職業を辞める。高校卒業者

ですと、半分ですね。大卒だと３割ということで 「七五三」というようなこ、

とが言われております。

ところが、確かに卒業後３年で三十数％が辞めているんですが、もっと重大

なことといいますか、よく見ていただきますと、大学卒業して１年でもう十

数％が 初に就いた職業を辞めているという現実があるんですね。３年で３割

ですけれども、実は１年で十数％も辞めていってしまっているという、そうい

う状況がございます。

その背景は、今のように雇っている側の経済的な都合でリストラされるとい

うこともあるかもしれませんけれども、就いたけれども自分に合わないってい

うんで離職する若者も多いわけですね。次に書いてありますね、この「七五

三」というのが。

それで、ご承知のように、日本の労働市場というのは急激に変化をしており

まして、今話題になっている派遣労働者だけではなくて、いわゆる正社員とい

う部分がどんどん少なくなってきまして 「非正規雇用」と言われるパートタ、

イムであったり、派遣社員であったりという、そういう部分が増えているとい

うのはご承知のとおりでございます。それから、従来、日本の社会を特長付け

てきた終身雇用制度というものも徐々に崩壊しつつあります。

従って、これまでのように、例えば、多くの今 「団塊の世代」と言われる、

人たちが労働市場から退出しているわけですが、団塊の世代の方々は、すべて

とは言いませんけれど、多くの方々が高校を卒業したり大学を卒業して勤めら
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れた会社で、ずっと働いて定年をお迎えになった。あるいは、同じ職業をずっ

と続けられているという方が多かったんですね。ところが、今後はわれわれの

人生というのは、ある一つの企業に勤めて一生その同じ企業で定年まで勤め上

げるとか、同じ職業にずっと就くということはだんだん少なくなってくるわけ

です。

私たちの人生（キャリア）というのは、多様な職業や職種から構成される、

そういう時代になってくる。つまり、組み合わせ、ポートフォリオですね。投

資の世界ではいろんなところに投資先を分散させるという、組み合わせるとい

うので「ポートフォリオ」って言いますけれども、まさに私たちの人生が多様

な職業・職種、勤務先で構成されるポートフォリオ社会になっている。

そういう状況になってきますと、当然新しい次の就職先を見つける、あるい

は新しい仕事に就かなければいけないということで、常に一生学び直しという

ことが必要になってくる。そういう意味で 「生涯学習社会でもある」という、

ふうに言うことができるわけです。

従って、非常に流動化する労働市場の中で、私たちは自分で私たちのキャリ

アを開発・管理する能力というのを身に着けなければならない。とりわけ多く

の若者が大学まで来ているわけですから、大学を卒業して社会に出るまでに、

こういう力を獲得させる必要があるというわけです。

今お話ししたように、もはや２人に１人の若者が大学ないしは短大へ進学す

ると、平成２０年４月の段階での進学率が５５．３％、そして、ご承知のよう

に 「大学全入時代」というふうに言われているように、志願者と定員との関、

係を見ますと、９２％が大学を選ばなければどこかの大学に入っている。こう

いう状況が生まれているというのは、既にいろんなところでお聞きになってい

ると思います。

この「ユニバーサル化」(9～11)というのは、単に大学へ行く学生が増えると

。いうだけではなくて、学生が非常に大きく変わっているということであります

これは東京大学の金子元久先生たちのグループが、大体四万数千人の大学生を

対象にして行っておられる調査の中の一部をお借りしてきたものです。

学生に大学の授業とあなたの関係を尋ねて、今受けている授業と自分の将来

との関係について聞いたものですが、まず 「卒業後にやりたいことは決まっ、

ているか 「はい 「まあ大体決まっている」っていうのは６０％弱。逆に言」。 」、

いますと、４０％弱は、大学へ来て授業は受けているんだけれども、卒業して

。から何をやりたいかというのが、わからないまま大学に来て授業を受けている

それから、今受けている授業と将来との関係を見ますと、今受けている授業

は自分がやりたいことと関係があるんだというふうに 「イエス」と答えたの、

もやはり６０％と５５％ぐらいで、やはり４割ぐらいは 「今受けている授業、

は将来やりたいこととあまり関係なんだ」というふうに答えています。

逆に大学に入って受けている授業を通じて将来やりたいこと、まあ、キャリ

アを見つけていくんだというのが６割以上ということになるわけですね。従い

まして、私たちはとかく大学生を目の前にすると、文学部へ来ている、法学部
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へ来ている、工学部へ来ている、工学部だから 「エンジニアになりたいから、

工学部に来ているんだ 「法律関係の仕事をしたいから法学部へ来ているん」、

だ 「文学をやりたいから文学部へ来ているんだ」というふうに思いがちです」、

が、実はそういう学生は６割ぐらいしかいなくて、４割ぐらいは何がしたいか

わかんないんだけども、とにかく大学に来て文学部へ入ったり、法学部へ入っ

たり、工学部へ入る。４年間を通じて、将来何をやりたいかということを決め

ていこうという、そういう学生。多分、そういう学生は、ますます今後増えて

いくというふうに思われます。

つまり、高等教育のユニバーサル化が進展しますと、例えば、自分が受けて

いる大学教育、専門教育と、実際、大学を出てから働く労働市場の関係は、学

生から見ると関連性が薄くなっている。それから、当然大学に入ってくる目的

や動機や進路も不明ですし、多様であるということ。従って、放っておくと、

大学として何もしないとなると、もう何をやっていいのかわからないまま、時

間だけが４年間過ぎていくという状況が起きかねないわけです。

従って、ともかくも大学へ来た、何をやりたいかわかんないんだけれども大

学に入ってきたという学生に対して、４年後何がやりたいのかという目標を見

つけさせるためのキャリア開発支援っていうのは、どうしても今は不可欠な時

代になっているということになるわけです。

それから、非常に現実的な話ですけれども、先ほども少し言及がありました

が、いろんなかたちで大学の評価、ランキング等が行われる時代になってきま

した。それから、特に大学全入時代ですので、ご承知のように、昨年ですと私

学では四十数％の大学で定員割れをしているという状況が生まれております。

大学全入時代ということは、逆に言うと大学が学生を選ぶんじゃなくて、学

生が大学を選ぶという、そういう厳しい時代になってきておりますので、より

多くの学生さんに来ていただくためには、一つの大学の魅力としてやはり大学

を卒業したあとの進路がどうなっているのか、就職ができるのかどうかという

ことが、大学評価の一つの大きなメルクマールになるというわけであります。

これ(12)は大学の学士課程卒業者の進路状況をお示ししたもので、ご承知の

ように、平成１０年以降は非常に就職状況が悪くて 「就職氷河期」と言われ、

、ておりました。ところが、過去２、３年は日本の景気も非常によくなりまして

売り手市場に転換したというふうになったところが、サブプライムローンに端

、を発する国際的・世界的な金融危機、経済不況の中で日本もその影響を免れず

内定が決まっていた学生も昨日の文部科学省の情報で、文科省が把握している

限りで九百数十名の学生が内定取り消しというような状況が生まれています。

、非常に経済状況に大学の就職、いくら優れた学生を教育しても、育成しても

その出口のところというのは必ずしも大学だけでコントロールできない、経済

状況に大きく左右されるということです。従って、大学としてはそういう経済

状況にかかわらず、きちんと卒業時に自分のやりたいことを見つけていけるよ

うな、あるいはそういう力を持った学生を育成するということが、強く求めら

れているというのが今の時代ではないかというふうに思います。
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後に、これまでは大学に対して外から来る圧力といいますか、キャリア教

育を強く求める背景をお話ししましたけれども、それ以上に重要なことは、や

はり大学のミッションとは何かということですけれども、先ほどもお話しした

ように、２人に１人の若者が今、大学の学士課程で学ぶ時代になってきている

わけです。従って、大学の学士課程の教育というのは、 終的な社会との接点

になります。多くの若者、少なくとも２人に１人にとっては、社会との 終的

な接点が学士課程教育ということになります。

従って、大学はやはり学生一人一人が社会へ出ていく、その際に円滑にスム

ーズに移行できるようにさまざまなサポートをする。(13)これは高等教育機関

、として本来のミッション（使命）である。グローバル化とか知識基盤社会とか

ユニバーサル化とかいうことにかかわらず、 終的に社会へ送り出す教育機関

としての根本的な義務といいますか、責任がある。特に、先ほどから申してい

るように、日本の若者の２人に１人が、大学が 終的な教育として社会へ出て

いくわけですから、非常に重要な役割、使命を与えられているということであ

ります。

そこで、こういう背景の中で 「キャリア教育、キャリア教育」ということ、

が文部科学省をはじめ、いろんなところで必要だということが叫ばれるように

なってきたわけですが、しかし 「キャリア教育」というふうに同じ言葉で言、

いましても、さまざまな意味があるのではないかということであります。これ

は一つの考え方ですけれど 「キャリア教育」(14)と言っても、三つぐらい意、

味するところが違うのではないかということであります。

「キャリア教育」と言って、何をしているか、何を問題にしているかという

と、まず一つ目の考え方としては、大学を卒業した時点で就職できるように支

援してあげるのがキャリア教育なんだという考え方 「イミディエイトエンプ。

、ロイメントImmediate Employment」ですね。卒業時にとにかく就職していると

それを目指して大学としてさまざま取り組みをする、学生に対する支援をして

いくんだというのが一つのキャリア教育の考え方。

それから、二つ目の考え方としては、単にどこか就職できればいいというの

じゃなくて、就職した先である程度ちゃんと働けるんだと、そういう力を身に

着けさせてあげるのが大学におけるキャリア教育の役割なんだという、そうい

う考え方ですね。これは卒業時の就業力。よく 「即戦力、即戦力」というよ、

うなことで言われます。

本当に１０年も、２０年も働いているベテラン社員と同様の働きが新卒に期

待されるとは思いませんけれども、少なくとも組織人としてチームワークとか

コミュニケーション力とか、そういうものを 低限は身に着けさせて卒業時に

社会へ送り出そうと、そういう観点からのキャリア教育です 「イミディエイ。

トエンプロイアビリティImmediate Employability」

３番目が、これが私は一番重要だと思いますが、単に卒業時にどこか就職先

が見つかった、あるいはまあ、そこそこの戦力になるというだけでは不十分で

あって、先ほどからお話ししているように、今後は一生涯同じ仕事、同じ会社
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で働き続けるということはなかなか難しい状況になるだろう。

となると、例えば、会社をリストラされる、あるいは自分でもっと別の仕事

をやってみたい、別の会社に移ってみたいといったときにも、自分で、じゃ、

自分の次にやりたい仕事をするためにはどういうことを学ばなきゃいけないの

か、どういう雇用機関があるのかとか、そういうものを自らきちんと探し出し

て、自分を自己教育できる、そういう力ですね。２人に１人は学士まで来てそ

こで社会に出ていくわけですから、学士課程でそのような力を着けてあげる。

そういう意味で、生涯ずっと仕事に就き続けることができるような、そうい

う力を学士までにきちんと着けてあげるのがキャリア教育ではないかという考

え方。これが３番目で 「サスティナブルエンプロイアビリティーSustainable、

Employability 。」

単に卒業時に就職したと、あるいはある程度働けるというんじゃなくて、生

涯にわたって働くことができる、その基盤となるような力を学士課程で育成す

るということが、今求められているんではないかというのは私の考え方です。

もう少しそれぞれ三つのキャリア教育の在り方を、具体的にお話しします。

(15)例えば、就活を通じてどこかに就職できればいいというか、そういうふう

な観点でのキャリア教育ということになりますと、具体的には、例えば、いろ

んなテストを使って自己理解を深めるとか、就職セミナーを大学として開催す

るとか、模擬面接を学生にやらせてみるとか、エントリーシートの記入の仕方

を指導したり、ビジネスマナー講座を大学として開催する。

これは、言ってみれば、こういうような活動は、就職のための支援活動。卒

業した時点で学士を持った人間としてふさわしい職業に就職するために、大学

。としてこういう取り組みをして学生の就職を助けるのだということであります

まあ、これは 初のカテゴリーに属するような活動かと思われます。

二つ目の、単に就職先を見つけてあげればいいんだ、それがキャリア教育な

んだという考え方に対して、どこか就職口が見つかるだけじゃなくて、就職先

で多少なりとも働ける人間にまでに育てるのが大学としてのキャリア教育なん

だという考え方で行われている活動としては、例えば、何らかの資格を取らせ

るとか、そのための講座を大学でやるとか、企業さんにインターンシップに出

して現場を体験させるとか、あるいは専門教育、すぐに仕事に結び付くような

内容の教育を行うという活動がキャリア教育の内容として考えられる。(16)

これは、繰り返しになりますけれども、単に就職できるようにするために支

援するんじゃなくて、卒業した時点で就業できる、仕事ができる、ある程度の

仕事ができるような能力を学生に身に着けさせる、そういう支援をしていく意

味での、イミディエイトエンプロイアビィリティーのためのキャリア教育とい

うことであります。

３番目の持続的な就業力としてのキャリア教育というものは、卒業した時点

である会社に就職できて、多少なりとも戦力として働くことができる。それだ

けではなくて、先ほどからお話ししているように、生涯にわたって就業可能で

ある、働くことができる、そういう能力を 終的に大学として育成して、社会
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に送り出すべきだという考え方であります。

じゃ、生涯にわたって就業可能な能力とは何か(17)というと、これは私が考

えるところ二つの技能といいますか、要素に分けることができる。一つは「ジ

ェネリックスキルGeneric Skill」とかあるいは「トランスファラブルスキルTr

ansferable Skill」とか呼ばれているものであり、もう一つは自分のキャリア

を管理（マネジメント）するキャリアマネジメントの力。まあ、考え方によっ

てはこのキャリアマネジメントの力というのは、ジェネリックスキルに入れる

ことも可能かもしれませんが、ここではわかりやすく二つに分けてお話しした

いと思います。

ジェネリックスキルというのは 近日本でも大学関係者の間で、割と耳にす

るようになった言葉だろうと思います。だから 「ジェネリック」というと、、

薬だと 「ジェネリック」というのはもう特許が切れて安くどの製品会社でも、

作れるという派生薬品のことですが、もともとはそういう意味もあるかもしれ

ませんが、それは多分「ジェネレーティブGenerative」とかそういうところか

ら語源が来ている。これはゼネラルのほうから来ている言葉。従って、一般的

な技能ということになります。

スキル（技能）といっても、いろんなレベルの技能がある。ここで言うジェ

、ネリックスキルズとか、あるいはあとで出ますが、呼び方は違いますけれども

「ジェネリックスキル」(18)というふうに呼んでいるものは、あらゆる職業を

越えて活用できる移転可能なスキルだ。ある一つの職業でも有効だし、職業を

替えても同じスキルが活用できる。ですから、トランスファラブルスキルとい

うふうにも言われている。これは非常に汎用的な技能です。

ところがそれに対して 「ボケーショナルスキルズVocational Skills」とい、

うのもあるのではないか。特定の職業に必要な特定のテクニカルなスキル。例

えば、教師という職業に求められるスキルっていうのは、多分、看護師さんに

求められるスキルとは異なったものがあるだろう。言ってみれば、看護師とい

う職業に就こうとも、教師という職業に就こうとも、どちらでも求められなお

かつ有効な力を 「ジェネリックスキル」というふうに呼ぶ。、

３番目の「エンプロイヤー・ワイド・スキルEmployer-wide Skills 、これは」

同じ職業であってもどの組織で働くか、その組織固有のスキルであります。例

えば、学校の先生という職業を考えてみると、私は、大学の教員という職業は

ずっとこれまで幸いなことに変わることがなかったんですが、職場は替わって

います。

そうすると、職場が替わると、同じ小学校の先生でも「Ａ」という小学校か

ら「Ｂ」という小学校に行くと 「Ａ」という小学校で必要なあるいは求めら、

れていたスキル（技能）と 「Ｂ」という今度新しく赴任した学校では違うも、

、のが求められるということがあるわけですね。ですから、同じ職業であっても

どの組織で働いているかということによって異なってくる力を、ここでは、

「エンプロイヤー・ワイド・スキル」というふうに呼んでいる。

後は「ジョブ・スペシフィック・スキルJob Specific Skills」ということ
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で、同じ職業で同じ組織で働いていても、どんな仕事をしているのかによって

求められるスキルも違ってくるだろう。これをジョブ・スペシフィック・スキ

ル。だから、小学校の先生でも、校長先生に必要なスキル（技能）も違います

、し、教頭先生に求められる技能も違いますし、教務主任に必要な技能も違うし

校務主任に求められるスキルも違う。そういう意味ですね。下へ行けば行くほ

ど非常にスペシフィック、特定、特殊な技能になっていく。

今必要なのはこの部分ですね。先ほどお話ししているように、法学部を出た

からといってすべての人が弁護士になるわけでもありません。経済学部を出た

からといってすべての人が経済学関係をなりわいとするわけではなく、営業職

に就いたり、いろんな仕事に就くわけです。そういう意味で、大学学士の間で

身に着けさせるのは、こういうあらゆる職業を越えて必要なスキル（技能）と

いうのを育成するべきではないかということであります。

こういうことは各国、(19)いろんなところで今、２１世紀を迎えて 「知識、

、基盤社会の中で必要だ」ということが強く言われています。ただし、呼び方は

名称はいろいろ異なっておりますけれども、特定の分野にかかわらず共通して

求められる、社会に出て働くために必要な力という意味で、いろんな取り組み

が各国で行われているということであります。

もう少し具体的に学士課程教育でどういう能力、あるいはここでは「学習成

果」というふうに呼んでいるけれども、育成することが行われているのか、あ

るいはこれから求められている学習成果は何かということについて、次にお話

をします。

この図(20)は少しわかりにくいかもしれませんが、大学で育成すべき学習、

学びの成果というものを少し図示してみました。これはロンドン大学のバーネ

ットという人が書かれた本から取り出したもので、それを少し２次元のものを

３次元にしたわけです。三つの軸で構成されております。

一つは大学で育成すべき学習の中身というものを、一つは非常にスペシャル

（専門的）なものか、もっと一般的なものかという軸です。

もう一つは、非常にアカデミック、つまり大学が育成すべき内容を決めてい

るのか、それとも労働市場からのニーズを勘案しながら大学教育で育成すべき

内容を決めているのかという軸。

もう一つの３番目の軸は、知識なのか知識を活用する技能を大学で育成しよ

うとしているのか。こういう三つの軸で大学で育成すべき学習、あるいは力と

いうものを考えていくというわけです。

これは国ごとによって違うわけです。(21)つまり、大学の在り方によって非

常に違ってくるわけです。イギリス、大陸も含めてヨーロッパのいわゆる学士

課程というのは、ご承知のように、非常に専門性が高いわけですね。日本のよ

うに４年間ではありません。

イギリスなどは３年間ですし、ドイツなどは５年、６年で第一学位というふ

うになっていましたけれども、ボローニャ・プロセスによって２０１０年を目

指して基本的には学士は３年ということになっている。３年間ですので、もう
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１年生から専門性の高い教育を行っている。いわゆる日本でいう教養教育は、

中等教育までに終えてくる。イギリスですとグラマースクールとかパブリック

スクール、ドイツですとギムナジウムというようなところでに教養教育的なも

のは学んできているので、学士ではもう専門をする。

ただ、専門の教育といっても、先ほどお話ししたように、非常にアカデミッ

クな内容の分野もあれば、職業に直結するような分野もある。これまでヨーロ

ッパは、これを制度的に二つに分けで教育してきたわけです。非常にアカデミ

ックな専門的な知識や技能というのは、いわゆるユニバーシティで育成してい

く。ところが職業に直結するような知識とか技能っていうのは、イギリスです

とポリテクニク、ドイツですとテクニカル・ホッホシューレといったような工

科大学系で教える。こちらはアカデミック、こちらは非常にボケーショナル。

ところが、今はイギリスなどを見ますと、ポリテクニクも含めて１９９０年

にすべて大学にしましたのでイギリスなどでは、あるいはドイツもそういう方

向に向かっていますけれども、大学の学士課程で非常にアカデミックな専門性

の高い知識や技能を教える。と同時に、職業に直結した非常に専門性の高い知

識や技能を教えるというのが、学士課程で育成すべき学習成果というふうに考

えられています。

ところが、日本とかアメリカはそれとは少し様子を異にしています。(22)も

ちろん、日本もいわゆるリベラルアーツ系の学部ではアカデミックな内容、知

識や技能を専門教育として育成しております。一方、医学部とか看護系の学部

。では、非常に労働市場、職業に直結した専門性の高い知識や技能を教えている

ここはヨーロッパの学士課程と共通する部分ですが、それ以外に日本とアメリ

カの場合は、専門分野を越えて一般的な知識の教育 「教養教育」と言われる、

黄色い部分ですかね、というものも大学教育の中で行われる。

さらに 近の傾向としましては、むしろいわゆる教養教育とか一般教育とい

うのは、幅広い知識を学ばせるっていうのが主たるこれまで日本の狙いでした

けれども、知識だけではなくて今度大学でアカデミックな活動をするために必

要なスキル、どの分野の専攻分野、専門分野でも大学という場で学ぶために必

要なスキルというのは足りない。

高校では非常に受け身的な授業をしてきたので、変な話、ノートの取り方さ

えできない。先生の話を聞いてそれをまとめる、そういう能力さえない学生が

大学に来ているというんで、専門分野にかかわらず共通の大学で学ぶための技

能の教育が必要なんだっていうので、このグリーンの部分として初年次教育と

いうのが、非常に重要だっていうふうに今考えられている。

それともう一つは、もう少し労働市場を意識した教育が必要なのではないか

ということで、今日のテーマでもありますけれども、キャリア教育ということ

で「職業と私」とか、そういうような授業科目を開講している大学も増えてい

る。しかしこれはどちらかというと、社会とは何かとか、知識とは何かとか、

キャリアとは何かというようなことを、知識としてキャリア教育を行っている

部分ではないかというふうに私は思います。
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そこで 後に今求められているのは、実はこの空白のこの部分ですね。この

ピンクで描いた部分ですね。学術的な専門分野であろうと職業的な専門分野で

あろうと関係なく、労働市場を意識した労働市場社会、労働市場というと語弊

があるかもしれませんが、社会で生きていくために必要な技能という、単に知

識としてではなくて、社会に出てから求められる力、技能というものを学士課

程でもきちんと育成すべきはないかというようなことが今、強く求められてい

る。

先ほどのグレーの部分とこの部分を含めたかたちで、この部分とピンクの部

。分を含めたかたちで、広い意味でのキャリア教育っていうのはこれから必要だ

このピンクの部分は、先ほどから話しているジェネリックスキルというものに

当たるのではないかというふうに考えています。

じゃ、ジェネリックスキルというのは、そもそもどんな技能（スキル）なの

かということをまとめたのがこの表(24)であります。先ほど地図でお見せした

ように、さまざまな国がいろんな、名称こそ違うが、同じような取り組みをし

ております。ここではオーストラリア、英国、カナダ、アメリカの例をお話し

してきましたけれど、大きく三つの領域（カテゴリー）に分けることができる

のではないか。

一つは知的な力（コンピテンス）ですね。思考力とか問題解決力。二つ目は

社会的な力（コンピテンス 。チームワークとかリーダーシップとか責任感、）

こういうものを大学で育成しないといけない。社会に出てからのことも意識し

ないといけない。それから、３番目のカテゴリーとしてはコミュニケーション

能力ですね。どの国もこういう力を育成するということを、強く意識している

ということであります。

日本については、ちょっとわかりにくいんですが、今やポピュラーになりま

したけれども、経済産業省が提唱しております「社会人基礎力」(25)です。こ

れを見ていただきますと、前に踏み出す力と考え抜く力とチームで働く力と、

大きく三つに分けてあります。これは知的なコンピテンスになるかもしれませ

んし、これはチームワーク力、コミュニケーション力ということですから、こ

れは態度とかそういうものになるかもしれません。まあ、ある程度今お話しし

てきたジェネリックスキルの要素（カテゴリー）とオーバーラップしていると

いうふうに言えると思います。

一方で、中央教育審議会が提案しているのが 「学士力」(26)というもので、

あります。これはちょっと非常に簡略すぎるので、重要な部分が抜けているか

もしれませんが、大きく分けると四つのカテゴリーの力を学士課程の４年間で

育成してはどうかということを 「学士力」と名前を付けて提案しているわけ、

です。あくまでも参考指針ですね。

この中身は各大学で考えてくださいということですが、知識・理解の分野、

それから汎用的な技能の部分、それから態度や志向性と４年間で学んだことを

総合する、そういう体験・経験を通じてクリエイティブな力を育成する、こう

いうものを身に着けさせるということを提案している。
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、知識・理解については、この報告書を読んでいただければわかりますけれど

まずはそれぞれの専攻分野における基本的な知識の体系的な理解に加えて、こ

ういうこれまでの共通教育的な知識の教育も必要ではないか。いわゆるこれま

での教養教育が必要。

知識や知識の理解だけではなくて、これからは知識を使って何かをするため

、に必要な能力、論理的思考力、問題解決力とか、企業という一つの組織の中で

社会の中で社会人として必要な力、チームワーク力とか自己管理力、倫理感と

。か、こういうものも意識して育成すべきではないかということを提案している

言ってみれば、この学士力の中の知識・理解のこの部分が従来の教養教育だ

とすれば、これらをひっくるめてこれが今後の２１世紀における教養というも

のなのかもしれない。これはあくまで私の私的な考え方です。

こういう力を社会を意識しながら育成すると同時に、キャリア教育という観

点からもう一つ必要なのは、自分の力をマネジメントする、自分のキャリアを

マネジメントする力というものも同時に育成する。多分、今お話ししたこうい

う技能とか態度を育成すれば、生涯学習力というものが入っておりますので、

セルフマネジメントする、自分のキャリアをマネジメントする力というのは当

然着いてくると思うんですが、改めてそのことの重要性をわかっていただくた

めにはこういう別立ての議論も必要です。

これは次のスライド(27)でもありますけれども、イギリスのキャリア教育の

団体が提案している「ドッツ（ＤＯＴＳ）モデル」というものです。キャリア

を自分でマネジメントするために必要な要素は 「四つある」というふうに彼、

らは言っている。

一つは自己認識（セルフアウェアネス 。まず 初重要なことは、キャリア）

を考える際、自分は何者なのか、自分は何ができるのか、何ができないのか、

まず自分を知るんですね。これはどこのだれでも、これまで既にいろんなかた

ちでやられているんだろうと思います。

二つ目はオポチュニティアウェアネス。じゃ、自分はわかったと。こういう

ことをやりたい。こういうことができる。でも、じゃ、果たしてそれができる

仕事があるのか、世の中に。そういう機会（オポチュニティ）が果たしてある

のかどうかということの勉強。だけどこれも大学で、こういうかたちじゃされ

ていないかもしれませんけれども、いろんなかたちで職業情報を提供したり、

インターンシップもその一つかもしれない。世の中にどんな職業があるのかと

いうことを、学生に理解してもらう。

３番目は、意思決定のスキルということですね。これが重要なんです。つま

り、自分はこういう人間だとわかった、そして世の中にこういう自分と合うよ

うな機会がいくつかある。 終的にはマッチングしきゃいけないですね。決め

なきゃいけない。自分を知って、社会にはいろんなチャンスがある。じゃ、自

分はどの職業を選ぶのかっていう意思決定をしなきゃいけない。

ところが、意思決定の教育（トレーニング）というのは、なかなか日本では

意識されていません。だから、つい親がこうしろとか、先生がこう言ったから
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とかですね、他律的に、あるいは逆にもう機会が一つしかなくて、嫌で仕方な

く決めてしまったと。つまり、本当に自分で意識して、決定したんだっていう

ことがなかなか日本では少ない。

これは別に就職だけの話ではなくて、われわれの人生はもう常に意思決定の

連続でございますけれども、それを日本の大学だけでなくて教育というのは、

、あまり意識して教えてこなかったので、この意思決定をどうするのかっていう

そういうスキルもこれから考えていかなければいけない。

後は、例えば、大学から社会へ出ていくときに、高校から大学へ来るとき

と同じに、さまざまな問題、ストレスを抱えるわけです。そのためにさまざま

なストレスをどうマネジメントしていったらいいのか、移行（トランジッショ

ン）をどうマネジメントするかということのスキルも教えなきゃいけない、獲

得してもらわなきゃいけないということで、DOTSモデルというのを提案してい

るわけです。

これを図示したが、まずは自分はだれか、何者か、じゃ、その自分を生かす

、機会はどれぐらい労働市場にあるのかリサーチしたり、探索したりする。じゃ

そのためには何をしなきゃいけないのかっていうプランニングをしたりして、

終的に意思決定をして就職して、そのためにはどういうスムーズな移行をす

るためには何が必要なのか。

これは、終身雇用制でしたら大学から会社へ就職するようにワンサイクルで

済んだわけですが、先ほどお話ししたように、ポートフォリオ社会で何度も職

業を変わらなきゃいけない、そういう時代が来ますと、これをずっと生涯にわ

たってこういうサイクルを繰り返す。(28)こういう力を学士課程を終えるまで

に、大学として育成する必要があるのではないかということであります。

従って、以上のお話、まとまりはなかったかもしれませんけれども、 終的

にキャリア教育とは何かっていうことを私なりにお話ししますと、(29)生涯に

わたって学習と労働の進捗状況を自己管理（セルフマネジメント）するために

必要な知識やスキルや態度、行動特性など、それを学生が身に着けるためのさ

まざまな学習を、それをサポートするのがキャリア教育なのではないかと思い

ます。

別の言い方をすると、インディペンデントでオートノマスな学習者ですね、

自立・自律した学習者を学士課程で育成するというのが、すなわちキャリア教

育にほかならない。先ほどお話しした就職させるための教育であるとか、仕事

に必要な力を育成するのではなくて、 終的には生涯学習、自分で自分の学び

をマネジメントできる、それと同じことなんだというふうに私は考えておりま

す。

じゃ、大学の中の学士課程とキャリア教育の関係はどうあるべきか、(30)と

いうことを次にお話しいたします。

これまでの学士課程教育、あるいは大学におけるキャリア教育というのは、

ややもすると、教養教育は教養教育、専門教育は専門教育、それから、キャリ

ア教育はそれらとはまた別なかたちで、別な組織が提供するという場合が多か
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った。

ところが、実は今お話ししてきたように、学士課程とキャリア教育をそんな

に分けて考える必要はない。むしろ、教養教育や専門教育の中にキャリア教育

の要素を埋め込んでいくっていうことが今後必要なのではないか。それプラス

正課外でのキャリア教育を、一貫したかたちでキャリア教育を構築していくっ

ていうことが必要だろうというふうに思っています。

そのためには、やはり４年間の学士課程というものを、キャリア教育という

。ものからある程度構造化(31)していく必要があるだろうということであります

高校から入ってきまして、１年目は大学という新たな環境への適応、これは初

年次教育と言えます。キャリア教育という観点からいきますと、２年生では先

ほどのオポチュニティですね、どんな職業、どんな働く機会が世の中にあるの

かということをさまざまなかたちで学ばせる。３年生になったら、じゃ、その

中のいくつかを実際に体験させてみる。例えば、インターンに出す。

終的に４年次では、社会へ出るために必要な具体的な能力をさらに伸ばし

。てあげて、移行に備えるための準備教育をするといったようなかたちで進める

これはあくまでもキャリア教育の観点からですけれども、４年間の学士課程と

いうのは、学年制ではなくて単位制が基本ですけれども、多くの学生が４年間

学んで出てくるわけですから、学年ごとにキャリア教育のテーマをきちんと作

り上げて、それを生かしたものとしてカリキュラムを組むことが必要ではない

か。

そのためには、何かキャリア教育のための授業を特別に作るというのではな

くて、先ほどからお話ししているジェネリックスキルなりキャリアマネジメン

ト能力（スキル）なり、そういうものを通常のカリキュラムの中で育成してい

くということが、非常に有効なのではないか。つまり、チームワークが企業に

入ってから必要だと、これは企業で働くだけではなくて、社会の中でもチーム

ワークでやっていかなきゃいけないことがあり、チームワークの力は必要だ、

大切だ。

じゃ、チームワークのこういう力を育成するための授業科目を、新たに作り

ましょうということになりがちですが、あるいはコミュニケーション能力もそ

うですが、そうではなくて、そういう力を通常の専門教育とか教養教育の科目

。の中で育成する、意識して育成していくっていうことがこれからは必要だろう

別に作るというのは、非常にリソースの無駄遣い。そうじゃなくて、通常の授

業のときやろうと思えばできるわけです。

これは一つの例を書いたもので、何か具体的なものを想定しているわけでは

ありませんけれども、例えば、日本史の授業だってチームワークを育成するこ

とは教え方の工夫でできるわけです。物理学だってそうですし、そういうもの

の中で、単にレクチャーするだけではできませんけれど、工夫すればチームワ

ークを育成することもできます。

こういうのは 「カリキュラムマップ」(32)って言いますね 「カリキュラム、 、

マップ 。どういう授業でどういう力が身に着くのか、何が学べるのかってい」
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うことを明確にしたものを 「カリキュラムマップ」と言いますけれど、こう、

いうかたちのものを作っていかなければいけない。というか、こういう考え方

をする必要がある。

今お話ししたことを先ほどの図と併せて考えますと、先ほど話したこのキャ

リア教育の部分ですが、このオレンジ色の。これを特別に何か、今お話しした

ように、授業科目を新たに作るというのではなくて、それぞれの専門教育とか

一般教育の授業科目の中(33)でやっていくっていうのが、本来の学士課程教育

とキャリア教育の在り方ではないかというふうに私は思います。

そのためには学生たちに、この講演もそうなんですが、それぞれの授業で何

がゴールなのかという目標ですね、到達目標(34)をきちんと明示してあげるこ

とが必要です。いきなり高度な能力 「こういうことができるようになる」っ、

ていうのは難しいので、順序を追って段階に分けて、目標に到達できるような

仕組みを考えていかなければいけない。

それは 「ラーニングアウトカムズ」と言って、何々できる。例えば、まず、

初に 「自分の隣に座っている学生に対して今、先生が講義したことを要約、

して伝えることができる」というところから始めて、 終的には、例えば、コ

ミュニケーション能力だとしたら 「１００人の学生の前で自分の意見を原稿、

を見ずに話すことができる」というようなかたちで、徐々にレベルを上げてい

く。

それをそれぞれの授業科目の中で、うまく配分していく。それがちゃんと学

生ができるようになったかどうかって、モニタリングですね、ちゃんとできて

いるのかとか、アセスメントというのは必要ですし、できたっていうことの証

拠をきちんとポートフォリオの記録として残していく。それを学生が積み重ね

ることによって、先ほどのキャリアマネジメント能力にあるように、自分をき

ちんと、自分が何者であるか自己評価できて、マネジメントする力がおのずと

身に着いてくるということになります。

こういう考え方の背景にあるのは、成果重視、あるいはアウトカム重視の教

育、アプローチということになります。それについてこれからお話ししたいと

思います。

これまでは先生方がこういうことを教えたいということで、カリキュラムや

授業科目が設定された。先生方がこういうことを教えたい、この授業ではこう

いうことを教えたい。だから、目的とかあるいはカリキュラムという観点から

教育が考えられた、カリキュラムが考えられた。

ところが、これからは、アウトカム重視(35)のアプローチとして、そうでは

なくてむしろ学生に私たちは、大学は何ができるようになってほしいのか、あ

るいはどういうことを理解してほしいのか、学生の観点からカリキュラムを作

ったり、教育の在り方を考えていくことが必要になってくる。

あくまでも教員や大学側として、こういうことを学生ができるようになって

ほしい、理解してほしいということですから、IntendedとかExpected、期待さ

れるとか意図的なっていうふうに、あくまでも何かを理解し何かができるよう
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になるのは学生自身です。大学は、教員は、よく言われるんですが、学生を水

。飲み場まで連れていくことはできるけれど、水を飲むのはあくまでも学生です

何かできるようになる。そのために、水が飲みたくなるように、いろんなサポ

ートをしなきゃいけないということになります。

これは別に今やっていることを、全く変えなきゃいけないということではな

くて、先生方は意識していないかもしれませんけれど、自分の授業でこういう

ことはわかってほしいなとか、ここまでできるようになってほしいなっていう

ことは、常に頭の中にあると思います。それをもっとわかるかたちにしていく

っていうことになります。ですから、そんなに根本的にやり方を変えるという

かたちではありません。

アウトカム重視のアプローチ(36～39)というのは、大学としてどんな人材を

育成したいのか、あるいは国士舘大学の理想的な卒業生（アイデアルグラジュ

エートIdeal Graduate）というのはどういう人間なのか。国士舘大学を卒業し

、た学士が、どんな知識を持っていてどんなことを理解していなきゃいけないか

どういうことに関心を持っていなきゃいけない、どんな態度を持っていなきゃ

いけない、何ができなきゃいけない。こういうことを具体的にまず 初に考え

る。

先ほど学長先生のほうからご紹介がありました、大学設置基準が昨年４月か

ら改正されて、まず各大学あるいは学部で育成すべき人材像を明確にしなさい

ということが、教育研究目的を明確にすると同時に、どんな人材を育成するの

か明確にしろということになりました。留意事項に単に一般的なかたちで、

「こういう人間を育成したい」というだけじゃなくて、その人間が修得しなき

ゃいけない、身に着けなきゃいけない知識や技能は何かっていうことまで具体

的に各大学なり学部で考えて、それを公開しなさいと書かれています。こうい

う法律改正というのは、本文よりもむしろ留意事項のほうが非常に大切なこと

が書いてあります。

こういうことをまず大学なり学部なりで考える必要がある。つまり、学生が

できるようにならなきゃならない、わかるようにならなきゃならないことをま

ず 初に考えましょう。

次に、こういうことがわかるようになる、こういうことができるようになっ

てほしいとしたら、じゃ、そういう能力が身に着くにはどういう活動をすれば

そんな力が身に着くんだろうかということで、教育や学習活動を計画していく

わけです。

終的に、じゃ、本当にこういう力を身に着けてほしい、こういうことがわ

かってほしいというふうに考えて、いろんな活動、教育をしました。じゃ、本

当に学生はその力や理解が身に着いたか、獲得できたかどうかをアセスメント

して確認しましょう。１番、２番、３番というかたちで、教育のスタイルを考

えていくということになります。

こういう教育の在り方に変えていくためには、何が課題に、あるいは逆にネ

ックになるのかといいますと、当然教員一人一人がこういう同じ方向に向かっ
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て動かなきゃいけませんし、教員だけで学生のことで成長ができるわけじゃな

いので、職員の方のいわゆる「教職協働」(40)というのが重要です。

先ほどお話ししたように、カリキュラムマップを作るっていうことは、先生

方が勝手に一人一人自分の授業をやっていればいいということじゃなくて、先

生方が共同で作業をする 「私の授業では、こういう力やこういうことを育成。

します 。しかし、ほかの先生が、全く同じ力でダブってもいけませんしどこ」

かが欠けてもいけないので、どうしても先生同士の共同作業というのも必要に

なる。コラボレーションが必要になります。

それから、大学だけの独り善がりでいろんな教育をやっていては、これから

は社会から評価されないだろう。これまでとかく大学と企業というのはお互い

を批判して、企業は 「全然役に立たない人材ばかり、大学は教育している 。、 」

大学は逆に 「就活も早めて、教育できないじゃないか」と、お互いが相互批、

判していたわけですが、これからは企業との相互理解、対話というのも必要で

すし、何よりも教え方の改革が重要になる。

その背後には高等教育の在り方自体が、非常に大きく変わってきている。

「パラダイム革命」(41～44)というのはずっと前にトーマス・クーンという人

が言い出した概念ですけれども、高等教育でもそうなんではないかということ

です。

このような表にまとめましたので、見ていただきたいと思いますけれども、

簡単にポイントだけお話しします。例えば、これまで大学のミッションとか目

的とかって何かというと、授業を提供する。いろんな授業を提供したり、ある

いは教育の質を向上することが大学にとって重要な使命なんだっていうふうに

考えてきましたけれども、今後は学習パラダイムのもとでは、大学の 終的な

成果物というのは学生の学びなんだ、学習なんだ。ですから、教育の質の向上

が 終的な目的ではなくて、それはあくまでも必要条件であって、それによっ

て学生の学びの質が変わっていくっていうのは、 終的に大学の目的なんだっ

ていうようなかたちに考え方が変わってシフトしてきた。

だから、大学が評価されるっていうのは、これまでは、例えば、偏差値がど

。れくらいの学生がこの大学には来ていましたかということで大学は評価される

ところがこれからは入学者よりもむしろ、どういう卒業生が世の中に出ている

かによって大学が評価されるっていうことです。あるいはどんな先生が教えて

いるのか、どんな優れた授業があるのかっていうことよりも、むしろその結果

としてどんな学生が育成され、どんなことを学生は学んでいるのかっていうこ

とによって大学は評価されるような時代になってくる。

いろいろ書いてありますが、学位、学士課程が終わると学士という学位が授

与されますが、これまでの学位が持っていた意味というのは、１２４単位を累

積したから学士という学位を大学は授与する。そうではなくて、学士というの

はどういうことを学んだか、その証明書として学位が授与される。単位ではな

い、単位数１２４単位を集めたから学士号を授与するんじゃなくて、学士に必

要な大学として求める知識や能力を身に着けたから、その結果として、その証
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明書として学士という学位を授与するということです。

教育や学習に対する考え方が大きく変わっておりまして、知識はわれわれ個

。人の外に存在していると。それをどれだけたくさん身に着けたかが重要である

つまり、知識というのは倉庫にどんどんためていけばいいんだと。外にあるも

のをどんどん倉庫にためていく。

従って、知識をたくさんため込んでいる教員が、あまり持っていない、学生

に、立花隆は 「空っぽの湯飲茶碗」と言っていましたけれども、たくさん持、

っている教員が空っぽの学生の頭の中にデリバリー（埋め込んでやる 、移し）

てやるっていうのが教育だと。従って、そういうことに一生懸命熱心な教員が

いれば、いい大学教育だった。

ところが、今の考え方は、知識というのは常に私たちのこれまでの経験と照

らし合わせながら、私たちの頭の中でどんどん作り変えられていく。自転車の

乗り方と同じなんだということです。つまり、学習というのは学習者自らが体

験しないと、学習にならないというわけです。

従って、そのために自転車に乗る学生が必要だ。学生が自転車に乗る気にな

って自転車に乗ってくれないと、自転車は動かないわけですが、いくら教育に

熱心な先生がいても、学生が自転車に乗ってくれないと無理なんだ。学びって

いうのは保障できない。ですから、非常にアクティブな学生がこれからは必要

なんだ。

これまでですと、教育では今持っている知識を学生に講演（レクチャー）す

ればよかったんだけれども、これからの教員の役割というのは学生が学びにき

ちんとコミットするように、何かを学んでくれるその環境をデザインしたり、

学習をファシリテートする、そういう役割になる。

学生の学びというのは授業の中だけじゃありません。課外でも学生はいろん

なことを学んでいますので、教育というのは教員だけの役割じゃなくて、全職

。員の役割ということです。従って、チームワークが重要であるというわけです

先ほどもお話ししておりますように、大学だけで教育をやるんじゃなくて、さ

まざまなステークホルダーとの協力(45)のもと、教育の在り方を考えていく必

要があるだろう。

今お話ししたことですけれども、こういう考え方は 「構成主義的（コンス、

トラクティブ）な学習観」(46)と言います。 終的に学生が何を学ぶかってい

うのはもともと学生の資質によるのでもなく、教員の教え方が悪いからちっと

も学生が学ばないんだというわけでもなくて、重要なことは学生がちゃんと学

びにコミットしない限り、学習というのは起きない。

学生の能力がたとえ低くても、学生がちゃんと積極的に学びに参画すれば、

どんな学生だっていろんなことを学べる。先生がいくら教え方がうまくても、

学生が学ばない限り学びは生じない。これは当たり前のことです。

これは(47)ビッグスという方の本からお借りしてきたんですが、エリート段

階の学生というのは、同世代１０人に１人とか２０人に１人しか大学に来てい

なかったんです。もともと大学入学の時点で、非常に知的能力の高い学生しか
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大学に来ていなかった。従って、先生が一方的にレクチャーして学生はただ座

って聞いているだけ。でも、それでも学生はもともと知的能力が高いので、先

生が勝手にレクチャーしても自分の頭の中で整理して一般化して 「ああ、そ、

れはこういうことだったのか」っていうところまで理解を深める。そういう学

生しか大学に来ていなかった。

ところが、ユニバーサル段階で２人に１人が大学に来るようになりますと、

そういう学生も確かにいるかもしれませんけれども、中にはノートさえとれな

い、記憶さえできないという学生も来ているわけです。そういう学生に対して

従来どおり一方的にレクチャーしていても、学生の頭の中に何も残らない。

ところが、これからお話しするように、学生を積極的に学習に参加させるよ

うな教え方の工夫といいますか、取り組みをしていくと、ユニバーサル段階の

初は人の話も聞けない、記憶もできない、ノートも取れないような学生も、

次第にエリート段階の学生と同じような知的能力、理解を深めることができる

ようになるというのを図示したのがビッグスです。

そのためには教え方、授業の在り方を変えていく必要がある。それがよりア

クティブな学習活動へということであります。これは 「ラーニングピラミッ、

ド」(48)を簡略化したものです。例えば、人の話を聞いているだけでは非常に

受け身的です。ほとんど自分の頭を働かせていない。見るとか読むっていうの

は 「私が見る 「私が読む」ですから多少主体性が出てくる。聞くっていう、 」、

のはただ聞いているだけですから、非常にパッシブです。

ところが、さらに自分が話すっていうふうになるとだんだんアクティブな活

動になってきて、 後に自分で習ったことを使ってみたり、人に教えたりする

っていうのは非常にアクティブ（主体的）な学習活動ということになります。

受け身的な学習の在り方からアクティブな学習になるにつれて、どんどん理解

。が深まりますよというのがこの「ラーニングピラミッド」の考え方であります

これはアメリカの高等教育団体が、学生の学びを促す法則みたいなものはな

いかということで、七つのグッドプラクティス(49)みたいなものを提案してい

る。

一つは教員と学生のインターラクションをたくさんすること。それから、学

生同士が協働して学ぶラーニングコミュニティー（学習共同体）ですね。それ

から、この能動的学習ですね。つまり、学生が主体的に学びに参加している、

アクティブラーニング。

そのほか、先生がテストをやっても返さないんじゃなくて、すぐ返す迅速な

フィードバック。それから、散漫に学ぶんじゃなくて、学ぶっていうのは集中

して学ぶと効果的。それから 「どうせうちの大学はこんな偏差値だから、ど、

うせこんなことをやらせてもだめだよ」っていうんじゃなくて、高い期待を持

つということですね。

、「うちの学生は入ってきたときは、確かに低いレベルかもしれないけれども

やればできるんだ。こういうふうに工夫してあげれば、ここまで行くんだ」っ

ていう高い期待を持つっていうことは非常に重要です。また一人一人学び方の
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スタイルが違うので、画一的な講義だけっていうのはあまり有効ではないって

いうようなことを言っています。

、学習というのはスポーツ観戦ではなくて、先ほどの自転車乗りですけれども

自転車に乗るために「自転車の乗り方」という本を読んでも、自転車に乗れる

ようになるわけはない。自転車に乗ってみて、 初は倒れたりしてみて、初め

て自転車をこげるようになるわけですから、先生の話を聞いているだけではな

かなか学びっていうのは起きない。そのためには、教え方の改革が必要だとい

うことですね。それが一つの教え方のパターンとして、アクティブラーニング

という考え方になります。

中国の故事（50）に 「聞いたことは、忘れる 「見たことは、覚える 、、 」、 」

「やったことは、わかる」っていうようなことがあります。これを基にして、

アクティブラーニング（51）という考え方が出てきた。

What I hear, I forget（聞いたことは忘れちゃうよ 。）

What I hear and see, I remember a little（聞いて、見たことは、多少覚

える 「百聞は一見にしかず」です。）。

What I hear, see, and ask questions about, or discuss with someone

eise, I begin to understand（聞いて、見て、質問したりだれかと議論する

ことによって、ようやく理解し始める 。）

What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowlege and skill.（聞

いて、見て、議論をして、やってみてようやく知識や技術を獲得する 。）

What I teach to another, I master,（人に教えてみて、ようやく私はマス

ターする 。）

アリストテレスの言葉に 「教えることは、 良の理解である」という言葉、

があるらしいです。まずは人に教えてみて初めて、つまり、わかっていないと

人に教えられないので、教えてみるとどこがわからないのかっていうことが発

。見できる。ですから、授業の中で学生に先生がまずは 初にレクチャーをする

初から学生に全部を任せるというんじゃなくて、先生がポイントをレクチャ

ーする。それがわかったかどうかを確認するために、学生に、先ほど言ったこ

とを、隣同士確認させて 「今、先生が言ったことをお互いに説明しなさい」、

という活動をさせる。

さらにそれでわかったとしたら、今度２人から４人、４人から１０人のグル

ープになって議論していく。そういうかたちで、単に９０分ずっと先生が話し

続けるんじゃなくて、さまざまな学生の活動を組み込んで、アクティブラーニ

ングを組み込んでいくことによって、理解や技能の習得がより確実なものにな

っていくということであります。

こういう考え方をアウトカム重視のアプローチとか、学習者中心のアプロー

チという、まさにそういう教育の在り方に変えていくことによって、今日の一

つのテーマであるキャリア教育に必要な知識や技能が、確実に身に着いていく

のではないかというふうに思います。

これまで、何を知っているのか（What students know 、知識をどれだけ持っ）
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ているかっていうことが非常に重要な評価のポイントでしたけれども、これか

らは知識基盤社会の中では、What sutudents can do with what they know、単

に知識をたくさん持っているだけじゃなく、その持っている、知っている知識

で何ができるかっていうことが非常に問われる世の中になってくる。(52)

そのためにも、どれだけ知識を持っているかということだけが重要視される

んだったら、先ほどお話ししたように、湯飲み茶わんのたとえのように、たく

さん知識を持っている先生がどんどん学生に知識を伝えていけば、それで教育

が終わりっていうことになります。その知識を活用するっていうことが非常に

重視されてくるようになれば、単に先生はレクチャーするんじゃなくて、学生

にそれを活用できるような、体験できるような場を授業の中に組み込んでいか

なければいけない。

それによって、先ほどお話ししたようなコミュニケーションスキルとかチー

ムワークといったジェネリックスキル、あるいは自己を管理するような力を身

に着けていく。単にコミュニケーションっていうのは 「こういう点が必要で、

す」っていうテキストを読ませたり 「自己管理するにはこういうことが重要、

ですよ」っていうことをリストで渡してもだめなんです。実際そういう活動を

させてみないと、そういう力は身に着かない。知識だけではだめなんです。

従って、学習者中心のアプローチ、あるいはアウトカムを重視した教育の考

え方がこれからは必要になる。先ほどから学習（学び）っていうのはスポーツ

観戦とは違い、学生が参加しないといけない。こういう学びっていうのが非常

にこれからはポイントになるんじゃないかと思います。

後に、 近私がお気に入りの言葉(53) で、相田みつをという詩人がいるの

は皆さんご承知だと思います。正月明けに大阪の天満商店街という所にちょっ

と有名なお好み焼屋があるので、わざわざ行列してまで食べに行ったんですけ

、ど、行列している間にちょっと後ろを振り返ると、額縁屋というか絵画屋さん

そういうのがありまして、その中の一つにこれがあったんです。

ものすごくすぐぱっと、一目ぼれしたんです。お好み焼屋で行列していて、

順番がだんだん来るので、なかなか買いに行けないので、お好み焼を食べて戻

ってきたら売れてしまっていると困るなって、非常に心配しながらお好み焼を

食べていたんですが、お店に行ってみたらそれこそ売るほどたくさんありまし

たけど、一つ買ってきました。

「体験して初めて身に着くんだなあ」ということで、単に受け身的で授業を

受けているのでなくて、いろんなことを体験させることによって学んだ知識を

肉体化する、そういうことが重要なんじゃないかなっていうのが、 近の私自

身がいろんな体験から学んだことであります。

後に自己アセスメント(54) ということで、先ほどの私が期待しているラー

、ニングアウトカムについて、先生方一人一人にチェックしていただいて、もし

４項目以上できれば、私から合格点をあげますということで、本日の話は終わ

らせていただきたい。何かご質問等があれば、これから少しできる限りでお答

えしたい。どうもありがとうございました。
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川嶋先生、ありがとうございました。何かマイクが途中で音が大きくな司会

って、大きくなったほうがよく聞こえたみたいでした。今日の講演の 初に川

嶋先生から 「皆さんから一つずつ質問があると、今日の講演は成功なんだけ、

ど」というお話がありましたが、残念ながら皆さんが一つずつご質問いただく

と多分夜が明けますので、それと予定の時間を少し過ぎております。多くの質

問はお受けすることはできないと思いますが、質問があります場合は手を挙げ

ていただいて、所属、お名前を言われてからお願いします。それと、マイクを

運びますので、手を挙げて質問をお願いいたします。

政経学部の白銀と申します。今日は本当に貴重なお話をありがとうござ白銀

いました。ただ、ＦＤに関連した話っていうのは、いつも関係者が集まるとそ

ういう話になるんですが、ここへおいでになっている方々は、皆さん、関心が

あって既にいろいろ苦労されている先生方が多い。問題は、ここにおいでにな

、らない先生方、この方はほとんど関心がない。関心がある人ばかりが集まって

、ああしようこうしようと言っても、大抵どこの大学さんでもそちらは少数派で

それでどうするかって、これが問題なんですが、先生のいろいろなご経験から

どうしたらいいのかということについて、ご教授いただければありがたいと思

います。

ありがとうございます。どこでも悩みは共通なものですが、かつてある川嶋

方が 「ＦＤなんていうのは、学級会みたいなもので、優等生しか学級会で発、

言したりしないよ」というようなことをおっしゃっていました。まさにポイン

トはそこなんです。

また、ある方がこうおっしゃっていました。これはどこの組織でもあるんで

しょうけれども、何も大学から働き掛けなくても、今日の先生方や職員方のよ

うに、積極的、自主的に教育を変えていこう、学生のサポートをしようとされ

る方は必ず何割かおられる。他方、何をしても底に沈んだままで、上がってこ

ない人たちも何割かはいる。で、真ん中がまた何割かいる。

問題は、この真ん中の人たちは何らかのかたちで大学から働き掛ければ、上

へ上がってくるんだけれども、底に沈んだ人を下手につつくと、へどろがばー

っと舞い上がって、かえって大学のためにならない。全体が濁ってしまってか

えってためにならないから、そういう人はもうそうっとしておきなさいと。そ

ういう人たちが定年になるまでそっとしておいたほうが、大学全体のためには

いいんだ。ポイントはその真ん中にいる人たちをいかにＦＤといいますか、教

育改善に巻き込むかということが大切だと。

じゃ、その真ん中にいる人たちを、どうやって浮かび上がらせたらいいのか

ということについては、これは非常に難しいですけれども、やはり一つはＦＤ

をやってよかったっていうか、むしろ罰するんではなくて、よかったこと、メ

リットをどんどん言っていただくなり、実践していただく。つまり、こういう

ことをやっている人とやっていない人では、例えば、学生の反応が違ってくる

とか、そういうかたちで浮き上がらせるしかない。

無理やり、そういう方はうまく、変な話ですけど、おだてれば多分登ってこ
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られる方ですので、その辺を工夫されていくと 「こういうことがよかった、

よ」とか 「こういうことがわかったよ」とか 「先生もどうですか」とか、そ、 、

ういうかたちでしか中間層の方、一番大切な層だと思うんですが、なかなか表

面まで浮かび上がらせることはできないんじゃないかな。

変に信賞必罰的なことをやると、かえって本当はちょっと上から引っ張って

あげれば上がってくる人も、先ほどのへどろの中に沈んでいる人のように、か

えって沈んでしまうような気もします。

なかなかこれだっていう回答は、申しわけないけど出ませんけれども、行っ

てよかったっていうことを吹聴していただくのは、非常にいいんじゃないかな

というふうに思います。お答えになったかどうかわかりません。

山﨑先生どうぞ。司会

「政経の山﨑」と言ったほうがいいかもしれません。私は、実は「ヨー山﨑

ロッパの大学と日本の大学」という論文を前に書いたことがあるんです。フラ

ンスの場合には、グランゼコールという大変エリートの入る学校で、決してパ

リ大学ではないんですね、フランスの場合は。そこで、フランスの入試の場合

には、高校から大学に入る段階で既にバカロレアの入試の段階で、能動性を問

うような哲学の問題を相当緻密に試験するわけですね。

ところが、日本の社会っていうのはそういうふうな制度になくて、常に産業

国家のためのスキルでずっと行ってしまって、今の高校の教育の段階でもそう

いう点で非常に不十分だと。ですから、今、ここで問われている生涯にわたっ

て就業が可能であるようにするには、決して大学だけではだめだと思うんです

ね。

ですから、ある意味では社会を変えていく、っていうのは、先ほど平石先生

、は私と同じ同僚ですが、結局フレッシュマンゼミナールやってみてわかるのは

一番困るのはどうにもならない能動性のない学生を、いかに教育するか。それ

はやはり一連の教育の問題の中で、解決していくことじゃないかなと。それに

は日本を挙げてやっていかなきゃならんだろうというふうに思うんですが、４

年間の限られた中で何ができるか、一番苦労になっているところは現場の先生

を、同じ仲間として、先生はどういうふうにお考えになるのか、ちょっと教え

ていただければと思います。以上です。

はい、ありがとうございます。今、何か大学にすべて、ある意味、日本川嶋

の教育なり社会のツケが全部回されているというような気がします。それで、

ご指摘のとおり、今、学士課程教育で目指そうとしている方向と、初等・中等

教育で目指そうとしている方向が、実は、かなり同じなんですね。初等・中等

教育で 「生きる力」と言ったりしておりますけれども、それが「ゆとり教、

育」ということで少し反省というか、批判はされておりますが、しかし、目指

している方向は非常に似ている。

ところが、大学入試というものがあるために、高校になって、小学校、中学

校でのかなり能動性を伸ばす教育の効果が、途端に高校でフリーズされてしま

うというか、それでまた大学に入ってきた時点でそのフリーズした状況を解凍
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するということが今、大学に求められている。そういう意味で、本来は大学だ

けではなくて、小・中・高の協力のもとに教育の在り方を考えていかないと、

日本の人材といいますか、教育はよくならないというのはおっしゃるとおりな

んですね。

ですから、一番重要なのは、これから大学の入試の在り方を変えないといつ

までも今、われわれが困っている状況は続くんではないか。先ほどおっしゃっ

た、バカロレア的な考えさせる問題みたいなのを大学入試に取り込んでいかな

いと、われわれは 「高１から伸ばそう」と言っているんですけど、入試の段、

階でもそういうことを試す必要があると思うんです。

じゃ、さりながら現状で何をするのが一番効果的なのかっていうことになり

ますと、おっしゃるとおり、初年次でいかに意識なり、態度なり、行動を変え

させるか。そのためには、ある意味初年次こそいい先生を当てるべきだという

のが、私の具体的な提案になるかもわかりませんけれども、教育熱心でものす

ごく創意工夫をされている先生こそ、熱意のある先生こそ１年生担当に向ける

べきだというのが、具体的な回答になっているかどうか知りませんけど、私の

お答えです。

はい、それでは、ちょっとお待ちください。岸本先生どうぞ。司会

理工学部の岸本です。よろしくお願いいたします。大変目からうろこの岸本

話があったんで、ありがたいと思います。私のほうの質問は出口のほうでござ

いまして、大学は４年間のカリキュラムということですけど、実質３年生の終

わりにピークが、就職活動のピークが来てしまう。会社が決まっている子が４

年目に入るわけですね。

そうすると、私は非常に日本の損失だと思うんですけども、大学の教育がず

っとあとに来て、それから実践的にあの四角の中ですとどんどん社会的な教育

に移っていかなきゃいけない時期に、会社が決まっているからといって、移行

教育がなかなか難しくなってくる。これは企業が早く決めるということと、決

まった子に何を教えるんだという教員側、学生側のモチベーションのミスマッ

チングが起こってきてしまうので、構造的な損失を招いているんじゃないかと

僕は思っている。

企業への批判とか、企業との対話というお話がありましたけども、単に一企

業との話では、これは解決がつかない。そこで、私は就職担当をやっていると

きに企業に 「４年目をどう見ているんだ」という位置付けをアンケートを採、

ったり、どういうふうに４年目を評価してくれるんだ、つまり、就職が決まっ

て会社に内定が決まってから１年間おっぽり出すわけですよね、ある意味で言

えば、企業側は。

われわれはそれに対して、企業側に合うような教育をするということですけ

ども、企業側がちっとも評価をしないっていうところがあります 「その１年。

間をどうやるんですか」っていうアンケートを採ったときに、せめて卒論の成

果を会社で発表させるとか、合宿をやったときに今 「何をやっているんだ」、

ということを徹底的にやってもらわないと、その４年間が空白時期になるとい
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うふうにやったんですけど、一企業とのこういう話では全然成果にならない。

そこで、どうすればいいかっていうことを先生にお聞きしたいんですけど。

ありがとうございます。これも先ほどの答申案を議論しているところで川嶋

も出ましたし、あるいは２月から始まった新しい中央教育審議会でも出ている

話であります。なかなか就職協定、前倒しは企業側も一応だめだっていうこと

はわかっていても、実際にはそういう自己規制が働かない。

これも先ほどのご質問と同じですけれども、個別ではなくて日本の国全体と

してこの問題に取り組む必要があるということで、それなりの動きはある、こ

れから出てくるんではないかと思います。個別ではなくて、経産省とか文科省

とが手を組みながら、企業と大学教育との関係を改めて考えるということが、

これからその動きが出てくるんではないかというのが私の期待です。

それからもう一つは全く無謀な話なんですけども、大学のカレンダーを変え

るべきじゃないか。つまり 「グローバル 「留学生３０万人」とか、いろん、 」、

なことを言っているんですから、思い切って秋入学に全部したらどうですか。

就職とかいろいろな問題が、逆にそれは今お話ししたように、大学出てから仕

事を探すっていうような、そういうふうに可能性も出てくるので、私はある意

味で秋季入学に変えてしまうというのも、就職問題を変えていく一つのきっか

けにもなるのかなというふうに、でも、無謀とは思いながらいろんなところで

近は私はそういう発言をしているわけです。

今お聞きしたように、４年目は就職が決まると卒論とか卒研っていうのを大

学としてきちんと位置付けて、４年間の学びの集大成っていうことで、学生に

しっかりやらせるっていうことが、大学としての責任としてはあるんじゃない

かと思います。

非常に重要で、これは日本、国際的にも非常に独自のユニークな優れた取り

組みだと思うですが、卒論とか卒研というのは。効果も高いと思うんですね、

しっかりやっていれば。ですので、とりあえずはそこでしっかりと 終的な学

びのチェックをするということで、企業との関係はこれからもっと上のレベル

で検証する必要もあるし、これからもそうなるだろうというふうに私は思って

おります。

予定の時間をだいぶ超えておりますので、ご質問をもう一方、おられま司会

したら、どうぞ。大橋先生どうぞ。

。大橋 本日はどうもありがとうございました。私は理工学部の大橋と申します

アクティブラーニングについてお伺いします。本日は、先生のお話について、

日頃の授業にどういうふうに結びつけたら良いかをいろいろ考えながら聞いて

おりました。先生は精神運動学的領域と書かれていたのですけれども、理工系

の授業というのはエンジニアリングを教えるということで、暗黙知やスキルを

伝えるため伝統的にオンジョブトレーニングを重視しておりまして、実験とか

実習とか、アクティブラーニングにかなり近いことをやっています。

しかも、近年は社会的な情勢として、こうした学習を増やしていく傾向にあ

、ります。私の専攻科では大体教員一人あたり週８コマ以上の授業を持っていて
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そのような実験とか実習とかに多く時間を割いているような状態です。

そうした中、気が付くのですが、アクティブラーニングというのは、教員に

とってもですが、学生にとっての負荷は決して小さくなくて、非常に大きい負

荷がかかっているような感じになっています。これをさらに増やしつつあるの

が、現状なのですけれど、学生の負担がどんどん大きくなって、今後学生がつ

、いていけるかというのが、段々厳しい状況になりつつあるのかなというように

個人的には感じています。

これが増えていくと、学習の密度の問題が生じてくるといいますか、アクエ

ティブラーニングで体験的な成果というのは上がると思うのですが、逆に教え

られる量は、時間が限られてきて段々減らざるを得ないのではなかと心配して

います。先ほど先生がおっしゃった「ゆとり教育」の問題でもそういうところ

があったのではないかと思いますが、この点についてどういう様にお考えかと

いうのをお教えください。

はい、ありがとうございました。この点も私は日ごろ考えて、 近言い川嶋

出していることですけれども、日本の大学の授業科目は多すぎると思います。

つまり、１２４単位でセメスターになったので２単位科目が非常に主流になっ

てきて、実験、実習はまた単位数は違ってくると思いますけれども。

そうしますと、１週間に半期で１０科目ぐらい取っているわけですね。それ

は単に週に１回だけということで、理解が非常に浅いままいろんなことを幅広

く学んでいるっていうことで、なかなか理解が深まりきらない。ですから、私

はもっと１科目の単位数を増やして授業科目を減らすということをやる。

なぜそういうことを言うかというと、今の１０科目とか十何科目を学んでい

ると、学習時間の確保っていうのは授業内だけで終わってしまうんですね。予

習・復習を十何科目、本当に設置基準に定められた１単位４５時間を確保とな

ると、本当に学生が十何科目も取っていたら夜寝る間もなく学び続けないと、

設置基準の規定を満たさないということになるわけですね。

じゃ、どういうことが教室で起きているかっていうと、先生は予習・復習を

学生がしていないということを前提に授業をせざるをえないので、どうしても

できるだけ自分が持っている知識を学生に伝えたいということで、レクチャー

中心になってしまいます。

ところが、授業科目を減らして予習・復習の時間を確保すれば 「知識につ、

いては、まずあらかじめ授業に出る前に参考文献なりテキストを読んできなさ

い。そのうえで、授業では、じゃ、ディスカッションをしましょう」っていう

ことで、アクティブラーニングをやってもそんなに負荷は掛からない。

もちろん、先生はそのディスカッションとかアクティブラーニングの結果を

きちんと修正するとか、あるいはあらかじめポイントだけはレクチャーすると

かっていう必要はあると思います。私は今、一つ大きな日本の課題は授業科目

数が多すぎる。ですから、どんどんそういうかたちでやられると学生にとって

負荷ですし、十何科目もそんなにアクティブラーニングをやられたらたまらな

い。ですから、その辺が今後一つのポイントというか、課題ではないかという
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ふうに思っています。

ありがとうございました。これをもちまして基調講演を終了させていた司会

だきます。川嶋先生に今一度盛大な拍手をお願いします。

、続きましてパネルディスカッションを行います。場所の設定がありますので

１５分ほど休憩を取らせていただきます。５分前ぐらいになりましたら、席に

お戻りいただきたいと思います。廊下に飲み物を用意してありますので、ご利

用ください。

（終了）
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Ⅱ パネルディスカッション

「学士課程教育とキャリア教育」

パネラー

川嶋太津夫 神戸大学 大学教育推進機構・国際協力研究科 教授

平石 正美 国士舘大学 政経学部 教授

川田 儀博 国士舘大学 体育学部 教授

福田 勇 国士舘大学 理工学部 教授

渡辺 中 国士舘大学 法学部 教授

木阪 貴行 国士舘大学 文学部 教授

表 きよし 国士舘大学 21世紀アジア学部 教授

コーディネーター

柴田 英明 国士舘大学 キャリア形成支援センター長・

理工学部 教授
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パネルディスカッションのコーディネーターを担当するキャリア形成支柴田

援センター長の柴田です。

平成12年の大学審議会答申（ グローバル化時代に求められる高等教育 ）の「 」

中で「キャリア教育」という言葉が使われ、それ以来各地域、各部署で「キャ

リア教育」という言葉が使われるようになってきました。

本学においても、昨年10月1日に就職センターがキャリア形成支援センターと

改編され、キャリア教育の取組を始めるという姿勢を出しました。

このパネルディスカッションにおいては、各学部のキャリア教育の現状と各

教職員の共通の認識を持つという意味で、各パネラーに各学部の取組を紹介し

ていただくことを中心に進めたいと思います。

はじめに、２１世紀アジア学部の取組みを紹介していただきます。

21世紀アジア学部は、7年前に学部を開設しました。4年前にカリキュラムを

改編するにあたり、キャリア教育を深く考えたということですので、そのこと

について紹介していただきます。表先生お願いいたします。

２年生の必修科目として 「キャリアデザイン」という科目を設けました。表 、

こういった科目を設けようというふうに考えましたのは、一つには、やはり卒

業後どうするかということを早くから考えてほしいということがあります。特

に、就職に向けての準備ということもありますので、そういったものに早く目

を向けてほしいということで、こういう科目を設けました。

そしてもう一つは、就職に限らず、意識的に自分の力を伸ばすという姿勢を

持ってほしいということが、狙いの中にあります。ただ、決められた時間割り

どおりに授業を取っていくだけではなくて、自分の強いところ、弱いところを

認識していきながら、強いところはより強く伸ばしていく。弱いところについ

ては、そこを補完していくというふうな、そんな姿勢を自分なりに持ちながら

取り組んでほしいということで、こういう科目を設けました。

、具体的には、社会で必要とされる能力、コミュニケーションスキルですとか

プレゼンテーションスキル、問題解決スキルといったような、そういったスキ

ルについて学んでいく中で、じゃあ、それをどうやって自分なりに磨いていく

かというふうな方法を考えていく。そして、全体的には自分に対する自信を深

めていくような、そんなかたちになっていけばというふうに考えて、この授業

を行っています。

この科目は、実際に授業が開講されてからまだ２年たったところですので、

ようやくその実態がはっきりわかってきたというところではありますが、半年

の、１５回の授業だけですので、当然やれる範囲というのは限られてきますけ

れども、その１５回の中でどういった内容で授業を展開していけばいいのか、

また、授業が終わったらそれで終わりではなくて、そこからどういうかたちで

その成果を生かしていくかということを、これからいろいろなかたちで考えて

いく必要があるというふうに思っています。

「キャリア教育」と｢学士課程教育｣という点でいきますと、私どもの学部の

授業の中で特に重要だと思われるものに、ゼミ（演習）の科目があります。こ
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の学部は、開設された当初から、１年生から４年生まで各学年でゼミを行おう

ということで、いずれも必修科目として演習の授業を置いています。１・２年

の場合には総合演習、３・４年が専門の演習というふうになっています。特に

１・２年の総合演習のほうでは、問題を見つけて、いろいろなことを調べて、

考えて、発表するという、何をこれから専門にやっていくにしても必ず必要と

なる力というのを、実践的に磨いていくというかたちで授業を行っています。

授業の中では、チームを作って活動していく中で、リーダーシップとか、あ

るいは団体の中での協調性を考えていくとか、そういった要素なども入ってい

きますし、また、特に１年生の場合には、初年時の導入の部分として、大学の

仕組みの中でわからないところを授業を通じて知るとか、あるいはどういうふ

うに勉強していったらいいのかとか、こんなことをやりたいけれども、どうい

うふうにしていったらいいのかというのを応援していくというふうな、そうい

った役割もこのゼミの場合にはあると思います。

１クラス２０名程度で、できるだけ男女の比率ですとか、それから留学生も

多く学んでいますので、日本人学生と留学生の比率なども、各クラスでできる

だけ均等になるようにクラス編成を行っています。ただ、この授業は実際にや

ってみますと、かなり、やはりいろいろと大変な部分というのがありまして、

特に 初の年は、実際にどういう学生が入学してくるのかすらよくわからない

状態でこの授業を始めましたので、先生方はかなり苦労しながらようやくここ

まで来たというところがあります。

初は何をやるかをかなり細かく決めて、そして、１年次から２年次へはこ

ういう引き継ぎをしてというところまで決めていたんですが、実際にスタート

してみると、本当に思ったとおりに展開していかないという状態が続きました

。ので、それぞれの先生が手探りで取り組みを進めて、こんにちに至っています

ようやく落ち着いてきましたので、逆に今度は各クラスで何をやっているか

という情報交換をしながら、全体として統一した方針で進めていけるような、

そんな工夫をこれからしていきたいというふうに考えています。

、限られた時間ですので、お話しできることがあまり多くありませんけれども

私どもの学部での特に目立った取り組みとして 「キャリアデザイン」という、

科目と、それから演習（ゼミ）についてお話をさせていただきました。以上で

す。

表先生ありがとうございました。柴田

続きまして、理工学部は2年前に工学部を理工学部に改組しました。その時、

。カリキュラムの中に「キャリアデザイン特別講義」という科目を設置しました

その点を中心に紹介していただきます。福田先生お願いいたします。

理工学部の教務主任をやっています福田でございます。理工学部は２年福田

前に、２００７年４月ですけれども、従来の工学部を改組いたしまして、理工

学科１学科にまとめ、６学系というかたちでスタートしました。そのカリキュ

ラムの特徴ですけれども、まず一つはキャリアデザイン教育(57)を１年次より

導入しようということです。
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２番目に「アカデミックアドバイザー制度」というものを採り入れようと。

これは、あとで詳しく説明いたします。それから、もう一つが工学系の学系で

すね。機械工学系とか、あるいは電子情報学系、都市ランドスケープ学系、そ

ういう学系でものづくり教育を強化しようと、この３点でカリキュラムについ

ての特徴を出しました。

今回はこの中でキャリアデザイン教育と、それからアカデミックアドバイザ

ー制度と、多分この二つが今回のシンポジウムのテーマにかかわりがあると思

いますので、それを少し説明してみたいと思います。

１年次に、春期ですけれども、２単位 「キャリアデザイン特別講義Ａ」(5、

8)という科目を、１年生全員に必修科目として置きました。これはどういうこ

とかというと、先ほど川嶋先生のほうから話もありましたけれども、入ってき

た学生さんが、１８年間、あるいはそれ以上たっておりますけれども、その生

きてきたところを振り返ってもらって、自分を分析するということからまず始

、めていく。それから、自分がどのような人間かを認識する。自分のいいところ

あるいはそうでないところというようなところを認識していって、それから自

分をよりよい方向に変えていく。で、それを表現する。そういった流れで授業

が組み立てられています。

理工学部を始めるときに 「キャリアデザイン」と言われても、われわれ教、

員のほうがほとんど何もわからなかったというのが正直なところでして、結局

１５コマというか、当時は１３コマぐらいですけれども、１０コマ分を外部の

講師にお願いするというかたちで、外部の専門家にお願いしました。１年次で

大体５０人クラスにしまして、八つのグループ、６人から７人のグループに分

けて、グループワークをしながら成長していくということで、１０回分を外部

に任せる。

それから、先ほどちょっと映って(59)いましたけど、これが授業の様子です

、けれども、これは今日のコーディネーターの柴田先生だと思うんですけれども

これは専任の教員が、先ほど言ったいろんなスキルに対して、理工学部がどの

ようにかかわっていくかということを授業しているところです。

これをしますと、学生さんが 「ネガティブな意識とか、そういったことが、

非常にポジティブになった」とか 「自主性が高まった 「自律性が高まっ、 」、

た」というような声も、聞こえてきます。

それから２年次ですけれども、２年次のキャリア教育、これは 「キャリア、

デザイン特別講義Ｂ」(60)というかたちで、今度は２年次の秋期に置いていま

す。これも必修科目です。この授業の狙いは 「社会人基礎力の形成」です。、

いろいろ、これはあります。ここでは三つに分けています 「対自己能力 、こ。 」

れはポジティブ思考とか、自己認識力とか、あるいは自己変容、目標に向かい

続ける力、感情をコントロールする力という、自己に対する能力を磨くといっ

たものです。

それから 「対人間能力 。これはコミュニケーション能力とか、自己表現力、、 」

協調性、リーダーシップと、そんなものを磨くことが目的です。それから、３
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番目の「対課題能力」というのは、思考力とか問題解決力、あるいは情報処理

力とか、そんなことを考えています。これも外部の方に１０回分お願いしてい

ます。

、残りのところで、３年次以降の授業を見据えて、理工学部特有の職業観とか

あるいは社会のニーズを把握する力などを指導していきます。本年度が、２年

生ですから、初めて授業を行ったわけですけれども、来年からは、ＯＢ・ＯＧ

を通じて各業界で活躍している卒業生を呼んで話してもらうとか、そういった

ことも考えております。これが(61)グループワークをしている様子です。

後に 「アカデミックアドバイザー制度」(62)ですけれども、この制度は、

各専任の教員に、その学系の学生８人から１０人ぐらい割り振ります。主とし

、て、アカデミックアドバイザーですから、勉強の相談を受けるんですけれども

教員によってはもちろん生活面の相談も受けています。これは工学部時代に一

度、試験的にこのような制度を、そのときには「アカデミックアドバイザー」

とは呼ばなかったんですけれども、制度を採り入れてみました。そうすると、

なかなか学生さんは研究室に来てくれないんですね 「私はアカデミックアド。

バイザーで、君たちを指導するよ」と言っても、なかなか研究室を訪れてくれ

ません。

そこで、理工学部になってカリキュラムを変えるときに 「理工学基礎演、

習」(63)という科目を１年生の春期に設けました。とにかく１年生の春期とい

うのは非常に重要な時期でして 「理工学基礎演習」という必修科目を設け、、

アカデミックアドバイザーが担当するということにしましたので、学生は１週

間に１回必ず研究室を訪れるということになります。

「理工学基礎演習」では、４年間どう学ぶかといったこと、あるいはその学

系で必要なもの、まず数学、物理の基礎学力とか、あるいは建築物の見学、こ

れなんかは建築学系です。これが橋の模型を作って、その強度計算をするもの

で、都市ランドスケープです。そういったいろんな学系ごとにいろんな工夫を

して、この「理工学基礎演習」を行っているということです。

、これは、ちょうど私のところの「理工学基礎演習」の風景なんですけれども

このようにして１年生をどう育てていくかということが大切なのです。理工学

部になって２年目ですから、まだこれから先はどうなるかわかりませんけれど

、も、一応そんな取り組みをしています。２年間今までやってきましたけれども

反省すべきことも結構あります。例えば、キャリアデザイン教育で言えば、外

部講師と、専任教員の意思の疎通が非常に取れない。

これは、キャリアデザインをやっていくというのは、先ほど川嶋先生のお話

にもありましたけれども、本来、授業の中でキャリアデザインをやるものだと

いうことをわれわれも思っておりますけれども、なかなかそこのところが、各

専任教員がそういう思いがないというか、お持ちなんでしょうけれども、なか

なかそれが表にでないというところもあります。

しかしながら 「学生中心にやっていく理工学部」というのは、恐らく方針、

は間違っていないと思いますので、これからもこんなかたちで理工学部でやっ
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ていきたいと思います。以上です。

福田先生ありがとうございました。続きまして以前からキャリア教育を柴田

良く検討されてます政経学部の平石先生お願いいたします。

政経学部教務主任の平石でございます。政経学部では、去年から昼夜開平石

講制を廃止しまして、朝の９時から夜の９時まで開講しているという、１２時

間開講の昼間学部にいたしました。そういう中で、いかに学部としての魅力を

高めていくのかという基本的な問題に直面しています。

、大体、大学の先生は、悪い言葉で言うと、商店街の八百屋のおやじだったり

魚屋のおやじだったりするわけです。われわれが売っているお店の中の商品だ

、けを学生に教えて、それで金をもらっているという商売だったんですけれども

どうもそうじゃなくて、買い物に来る学生は、どういうふうな食生活をしてい

るのか、何が足りないのか、までわれわれ教員はかかわらなければならない時

代になりました。

今まで大学の先生は、みんな一人一人のオーナー、社長だったんですけれど

も、そうではなく組織人として教育をどう進めていくかをどう考えていくのか

というのが、われわれの基本的な問題でありました。

政経学部は、国士舘大学で、学生数を４千名という一番大きな学部になって

います。現在の課題(65)の一つは、少子化の中で受験生が約２年ぐらい前まで

は、毎年減ってまいりました。こうなると、学部自体も危機感を覚えます。

それでは、受験生を増やすために、何をアピールできるのか、何をすべきな

のか。このために執行部の方でも、先生方にも一緒に考えてもらうという機会

を作ってまいりました。一つに就職率が悪いという評判が問題であることが分

かってきました 「これは何故なんだろう」と、われわれのほうで調べてみま。

した。

すると、進路決定届の提出率が、政経学部は低いことが分かりました。８

０％前後ぐらいしかないんです。そうなると、結局出している学生はどこに決

まったかということがわかりませんから、就職率が７０％を切るという非常に

悪いデータが出ていました。このために、また、就職率が悪い学部だというこ

とで、受験生が減っていくという悪循環になっておりました。

この原因を突き止めて、進路届を出さないと卒業証書を渡さない、こういう

ふうにやりましたら、提出率が九十数％になりました。これは、うちの学部で

は４千名もいます。卒業生も千名ぐらいおります。そうすると、全員集めるの

は難しいんですね。ですから、九十数％というのが限界だろうというふうには

思いますけれども、対策を打つことで就職率が上昇しました。

そのほかいろんな特色が見つかってきたんですね。うちの大学は地方公務員

に強い大学だということがわかりました。去年 「ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ」の８、

月号で、警察官試験では全国で２番目、それから消防官試験では何とナンバー

ワン、地方公務員試験でも全国で９番目という結果でした。私の所属している

政治学科では、何と１割が地方公務員にきちんとなっていました。

それまで先生方は 「うちのゼミから何人合格したよ」という話はあったん、
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ですけども、学科としてとらえたことはなかったものですから、何人合格して

、いるのか、今まで全然わからなかったので、ゼミ単位で先生方に調査を依頼し

データを集めました。

具体的な対策(66)で、何ができるのかというのを、各学科で、今、検討して

います。３学科ある関係上、多少温度差はございます。政経学部の学士課程教

育とキャリア教育の基本的な考え方は、少人数教育、つまり、ゼミナールを中

。心に学生を指導していこうと、１年から４年までゼミナールを置いてあります

例えば、１年で「フレッシュマンゼミナール」(67)をやりまして、２年で

「基礎ゼミナール 、３年で「専門演習１ 、４年で「専門演習２」ということ」 」

になります。そして学科ごとにコース制によって、キャリア形成を明確にして

いこうとしています。それから、できるだけ実務科目を増やし、社会はこうい

うふうなことをやっているんだということを学生に、つまり、講義を通して理

解してもらう。こういう実務科目を積極的に置くようにいたしました。

それと同時に、資格講座取得を積極的に奨励した。それから、就職支援とい

うのは、あとでお話し申し上げますけれども、学科によって積極的に就職支援

をやっているところもございます。

それから、政経学部が去年改組いたしたときに 「フレッシュマンゼミナー、

ル」という、１年生の導入ゼミナールを設けました。これは基本的に早い時期

からキャリア形成のために専任教員全員が持つんだということを明確にしまし

た。専任教員は六十数名おりますけれども、半数の先生が１年交代で持つとい

うことにしました。

この教材は(68)、１年前から各章ごとにチームを作って、自分たちの手作り

の副読本を作りました。主な内容は、健やかな学生生活、人生とライフプラン

をどう考えていくか。それから、今度は授業法、学習法としてのデータの収集

利用。それから、キャリア形成として、就職活動の心構えをどうするのか。内

容的には、例えば自分のライフプランとして、こういうふうなパワーポイント

で自分たちで発表してみようよ、作ってみようよというものがあります。

それから、こちらが、左側のほうになりますと 「就職活動と学生時代」と、

いうことで、エントリーシートの書き方を具体的にやっております(レジュメ参

照)。これは意外に他大学にも行き渡っておりまして、かなりよくできているん

じゃないかというようなご評判もいただいております。

これが 「フレッシュマン」でのゼミナールの様子で、少人数編成３０名ほ、

どを対象として、１人の教員が教え、必修科目にしています。それから、２限

もしくは６限に設置し、専門科目とバッティングしないように配慮しておりま

す。

各学科のほうで、どのようなキャリア教育(69)の取り組みをしているのか。

３学科ありますので、学科ごとにだいぶ違う部分があります。例えば、日本の

大学では政治学科という学科自体がそんなに多くないんです。今の学生は、政

治学科に入って何をするのか明確な目標がなく政治学科に入ってくる。

なおかつ政治学科に入って、それじゃあ新聞記者になる、それから報道記者
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になる、そういうふうな話ではなく、まして、政治家になるわけではない。そ

うなると、学生からは将来の職業像が見えにくい学科で、少しずつ受験生が減

ってくる。ここで、どのように対策を打つか検討せざるを得なくなります。そ

うすると、意外に公務員になっている学生が非常に多いことが分かりました。

政治学科に入ってくる学生の中で、１年生・２年生のときには、公務員にな

りたいっていう学生の比率が３割・４割います。しかし、３年・４年になって

くると、これが１割ぐらいに減ってきます。 初の志をわれわれ教員がどうフ

ォローアップして、 後までやらせるために、ここのところをわれわれが話し

合って、フォローアップしていくために 「公務員ガイダンス」を始めました。、

つまり、どうやって目標を達成していくのか。どうやると合格できるのか。

いろんなノウハウを教えたり、それから合格した卒業生を呼んで、こんな工夫

をしたという話を定期的に行いました。 初は政治学科の学生だけだったが、

そのうち他学部からも聴きにくるようになりました。

それから、今度は就職支援の情報共有とフィードバックをやりました。ゼミ

の先生方に、ゼミ生がどこに決まったか、何人就職をしたか、これを教えてく

ださいと情報を集めました。これを自分たちでニュースレターを作って、この

、時期にこう決まっている、こんなところに決まっている。これをゼミを通じて

学生にも 「こんなふうに決まっているんですよ」ということをフィードバッ、

クしてもらうということをやりました。

それから、学生の人格教育の問題もあります。学生の質が悪くなっている、

学生の志が低くなっている、というのはよく聞きます。それを指導する前に、

われわれ教員自身も、社会貢献や社会奉仕を見えるようにしなければならなく

なってきました。それから学生からも 「おお、よくやっているな」というふ、

うに言われるように頑張らないといけない。

そこで、何をやり始めたのかというと、月１回、通学路を教員自身がごみ拾

いをしています。たばこのぽい捨てを集めて、学生に 「たばこのぽい捨ては、

やめましょう」ということをやっています。協力してくれる学生も若干増えて

きつつあるので、こういうのが定着すればいいかなと思っています。

経済学科のほうは、比較的受験生が集まっているためカリキュラムの実務講

座を充実させる。それから、インターンシップを単位化させるということをや

っております。

それから経営学科でございますけれども、経営学科は、今、学部に独立しよ

うという構想を持っております。そのため、しっかりと、特色・魅力、をはっ

きりさせようという活動をしています。そのために、一つには学士課程教育だ

けではなくて、社会人基礎力、それから実力をはっきりさせるために、経営学

検定を取れるようなカリキュラムを再編成しております。それから、税理士等

資格へのカリキュラムの整備と支援もやっている。さまざまなＦＤ（ファカル

ティ・ディベロップメント）活動を積極的に採り入れる活動をしています。

先ほど、川嶋先生のお話の中で 「やる気のない先生はどうするんだ。ヘド、

。ロはヘドロのままにしておいたほうがいいんだ」というお話をいただきました
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実は政経学部は、ヘドロを巻き上げるようなことをやり始めたんですね。それ

は何なのかというと、１年次の「フレッシュマンゼミナール」を、全員の専任

の先生が担当するということをやりました。

われわれは、実は今まで八百屋のおやじ、魚屋のおやじで、自分の店のもの

しか売っていませんでした。しかし、１年から４年までやるとなると、何が足

りないのか、どういうお客さんなのかということがわかってくるようになりま

した。

今まで、専門科目の教員は３・４年生しか見ていないですから 「何でこん、

なに出来が悪くなったんだろう」としか言わなかったわけです。それが 「１、

年生を教えるようになったら、大変だぞ」というふうな話になりました。

、今まで、ヘドロのような先生方で、会ってもあいさつをしないような先生が

「いや、俺、苦労してんだよ。おまえのとこはどうやってる？ 、こういうふ」

うな先生方同士のコミュニケーションもできるようになったんです。そこで、

様々な知見を得ましたので、ちょっとお話し申し上げたいと思います。

今、１年生は平成生まれの学生です。(70)授業に集中できずに、おしゃべり

をする学生が増加しています。私も１年間持ちましたけれども、前のほうに座

る学生はきちんと聴いて、意欲がある。真ん中に座る学生は、どっち付かず、

どっちにも転んでいくという学生。後ろのほうに座る学生は、おしゃべりをず

っとしています 「黙れ」と言っても、５分間たつとまたしゃべり始めます。。

これを繰り返し、これをずっと注意をすると、授業とか講義になりません。そ

うすると、どうやって彼らを社会人にしていくのか。このような変化の中、わ

れわれはいろんな話し合いをするようになりました。

それで、教える側の講師を工夫するということをやりました。大体、学生か

ら見れば授業科目で先生が代わらない。それで、フレッシュマンゼミナールの

ときに、図書の検索の方法、図書館の本の利用の方法を教える場合には、図書

館の職員の方に来てもらいます。今度は、就職とか何かの話をするときには、

キャリア形成支援センターの人に来てもらって話をしてもらう。そうすると、

いろんな人たちが代わることによって 「いろんなことをやってくれるんだ」、

と学生が関心を持ってくれる。

それから、今度は今まで漫然と歩いている街並みを、一緒に探索します。例

えばテーマを決めるんです。どこが一番たばこの吸い殻が落ちているのか。あ

。とから、どこだった、それで、その理由は何なのかということを考えてもらう

一緒になって考えたり、いろんな工夫をするようになりました。

今度は、授業中におしゃべりをさせないようにするために、参加型授業(71)

へ転換する。つまり、われわれが一方的に講義しているっていうのはだめなん

です。今度は反対に、学生たちにいかにしゃべらせるか。そうすると、勉強し

てきたこと、それから研究させたこと、これをみんなに向かって話をさせるよ

うにしました。さらに、４、５人ぐらいで一つのグループにして、それを発表

させるということをやっていく。

今度は、同じグループだけだと、またおしゃべりをするようになる。テーマ
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が変わったら、グループ替えをします。席替えするような話です。こういうふ

うないろんな工夫をやっていくと、実は、今まで「もうだめだな」と思ってい

た学生が、だんだん、だんだん聴くようになってきます。

それから、やっぱりドロップアウトしていこうという学生がいるんです。こ

ういう学生を直接研究室に呼んで 「それじゃあ、一緒に昼飯食おうか」と、、

弁当を買ってあげて食べると 「え？そんなに親身になって話を聞いてもらっ、

たことがない」と言って喜ぶんです。こういうような試みをやってきました。

後になりますけれども、われわれ政経学部では、やっぱり授業の形態とか

やり方を変えていかないといけないだろうと検討してきました。特に、国士舘

大学は偏差値５０ぐらいの学生が来る大学です。普通で言えば、社会の中の中

間的な人間を輩出していく学校なんです。

。そうすると、このレベルの学生を下げていくと社会が悪くなってしまいます

。ですから、うちにいる学生にいかに少しでも社会的な関心をどう持たせるのか

それを考えて、政経学部では、今、検討をしております。いかに問題意識、社

会意識を持たせるのかです。

それらの意識を持たせるためにはどうするのか。体験学習、現場に行かせて

みよう。それから、農業体験とかボランティア体験とかをしっかりさせていっ

てみようじゃないか。そういうところから現実を知って、今度は学問とか分析

法とかを学んでもらう。

後には、そういうことを、グループ発表とかプレゼンテーションというか

たちでやっていっていただきたい。こういう新たな学習法がどうできるかとい

うことを、政経学部では検討しています。

平石先生ありがとうございました。柴田

体育学部は4年間、クラブ、集中実習と通常のカリキュラムとは違った形での

教育が行われてます。今までのイメージのキャリア教育とは違っているかもし

れません。現状について報告を川田先生お願いいたします。

体育学部教務主任の川田でございます。体育学部では、まだキャリア教川田

育に正式には取り組んではおりませんけれども、拡大学部長会で学長のほうか

ら 「キャリア教育の強化」ということが提案され、それに基づいて、学部も、

平成２２年にスタートできるように準備を進めている段階です。

、それで、体育学部の現状を話させていただきますと、今、ボランティア活動

これは多摩市の子ども遊び広場とか、子どもの活動場所、そういうのに土曜日

に学生が出向いてボランティア活動を行っております。それから、中学校、高

等学校のクラブ活動補助、それと授業のサポート、そういうので町田市、それ

と川崎市と提携を結んで、学生がそちらのほうに行っております。それから、

あと大会の補助員、いろんな大会、一般の大会がございます。それの補助員と

いうことで、学生が出ております。それと、スポーツ医科学科の場合には、心

。肺蘇生法の講習会が各地で行われますので、それに補助員として出向いている

現在、こういった要請が学部事務室に届く場合もございますし、それから

個々の教員に届く場合がございます。それと、クラブに依頼が来る場合がござ
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います。どちらかというと、一本化はされていません。

そこで、そういった受け入れを一本にまとめて、それから、学科と実習とい

うようなかたちでカリキュラムの中に採り入れて、２２年からスタートできれ

ばというふうにとらえております。平成１９年の経済産業省の「企業の求める

人材像」と、先ほど川嶋先生がちょっと触れられておりましたけれども、社会

人基礎力ということで、前に踏み出す力、あるいは考え抜く力、チームで動く

力といったような人材像をうまくこの学科と実習の中に組み入れて、受け入れ

られる人材を養成していこうと、一応キャリア教育の取り組みを行っておりま

す。

ただ、今、司会のほうからもございましたけれども、体育学部の中で、もう

既にそのキャリア教育に等しい活動を行っております。これも、先ほど川嶋先

生の基調講演の中に 「カリキュラムに埋め込まれたキャリア教育」というと、

ころで説明がございましたけれども、１年生・２年生のときに、野外実習とい

うのを４学科共通で行っております。一例を申しますと、体育学科の場合には

臨海実習というかたちで行っております。これは臨海実習ですので、水に対す

る安全確保ということで、 終的には３時間の遠泳というのを学生に義務付け

ております。

ただ、この単位認定は、一個人の教員ではなくて、学科主任が単位認定を行

っております。この中には、技術の向上ということもあるんですが、躾教育、

それから集団行動、集団生活というものも入れて、基本的には学部の先生が総

出で、この実習を担当するというとらえ方をしております。ただ、残念ながら

高齢化社会に入っておりますので、若干若手の先生を外部から集めなければい

けないという状況になっております。これは、４学科それぞれ独自の実習を行

っておりますが、躾教育を踏まえて行っております。

それから、この会場にも体育学部のＯＢ・ＯＧの方がいらっしゃいますが、

当時は「専門実習」という言葉で、８単位が卒業に必修単位で組み込まれてお

りました。この８単位というのは、クラブ活動がメインでありました。これも

賛否両論ありまして、現在、少しかたちを変えまして、専門スポーツ方法学実

習という名称で、クラブに結び付くようなかたちで４単位残してございます。

これを残した理由といいますのは、学部を卒業したときに、やっぱり自分の得

意なスポーツ分野を一つ作り上げなきゃいけないだろうという狙いで残してお

ります。

特に、クラブ活動の中での人間関係、それから先輩・後輩の人間関係、それ

と少人数による教育といいますか、指導者と学生との触れ合いというようなこ

とをとらえております。とかくクラブ活動といいますと、皆さんは、縦社会で

ちょっと暗いイメージになるのかなと思いますが、われわれは先輩・後輩の太

い絆というふうにとらえておりますので、卒業してからも、またいろんなつな

がりができていくということになるかと思います。

それから平成４年の年に、この世田谷校舎から多摩校舎に移りました。その

平成４年の年から 「フレッシュマンガイダンス」ということで、白樺湖、そ、
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れから場所を伊香保温泉に替えて、６年ほど「フレッシュマンガイダンス」を

実施させていただきました。ここでは教育理念、それから教育目標の理解、履

修計画、あるいはレクリエーションを通して、早い機会に仲間を作るというこ

とを行っておりました。

それから、実際にカリキュラムの中には入ってはおりませんけれども、多摩

校舎では学生委員会が主になって 「マナー週間」というのを実施しておりま、

す。これはバイク通学を許可しているわけですけれども、そのバイクに届け出

のシールが張ってあるか。それから、先生方が門のところに立って 「おはよ、

う、おはよう」という声をかけたりしております。多摩校舎に来られた教職員

の先生方は、割ときちんと自転車・バイク等の整理がしてあるのに気がつかれ

たと思います。そういう指導をしているということでございます。

それと、多摩校舎の至るところに花を飾っております。トイレのところも一

輪挿しで花を置いております。これは造花でなく、生の花を置いております。

そういうものを見て、やっぱり学生も少し考えるところがあるんだろう。特に

トイレ等に関しては、使用状況が非常にきれいになり、以前はトイレットペー

パーの芯が転がっていたりというようなことがありましたけれども、 近は非

常にきれいにトイレを使うようになっております。

あと 「学士課程教育」を３項目ほど用意をしてきましたが、約束の時間も、

過ぎました。またＦＤ委員会が４月から体育学部もスタートいたしますので、

まだ煮詰めておりません。全くの試案ですので、ここでは省略させていただい

て、また機会があればご報告をしたいと思います。以上でございます。

川田先生ありがとうございました。柴田

続きまして、1学部8専攻とまとめるのが大変と聞いております。文学部の取

組について木阪先生お願いいたします。

文学部８専攻というのは８学部にも等しいようなもので、学部としては木阪

全体として明確にシステマティックなＦＤ、それからキャリア教育というふう

に至っておりません。しかしながら、いろんな意味で文学部には特性がござい

ます。文学部の一つの特徴は、少人数である。例えばうちの専攻、倫理学専攻

ですけれども、これは３５、６名程度、１学年に対して専任教員は５人おりま

す。非常に濃密な関係で、そういうふうなところが一つの特徴です。

それから、もう一つは、中身は８専攻と随分違いますけれども、さっきのお

話の中にあったように、キャリア教育というのは授業の中でやる。少人数とい

うのはまさにそれをやるには適しておるわけです。さらに三つめとして、文学

部というのは基本的に、若干抽象的な言い方ですけれども、人間の精神世界と

いうものを扱うという、人が生きる意味というのが必ず問題になるような学問

でありますので、それをきちんと行うということは、当然キャリア教育につな

がっていくというような側面があるかと思います。

それで、今、ちょっとそこのほうに 「大学教育に何ができる？」という、そ、

ういうのをパワポで作っておきました。５分しか時間がないので、これだけで

やってしまおうと思うんです。その精神世界ってことをちょっと申しますと、
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状況が川嶋先生のお話と非常に近いところがあるなと思っていたんですけれど

も、まず、全入時代で学生はもともと目的意識を持って入ってきていない。そ

もそも高校のときに、高校は留年させませんので 「とにかく出てちょうだい、、

出してあげますよ」とやるのが学校であると思って来ていますので、それをど

うやって勉学へとモティベートするかという問題があります。

今、非常に不景気でもありますし、未来は非常に不透明です。学生には希望

がありません、事実上。例えば、 近、芥川賞を取った「ポストライムの船」

という本がありますけれども、あれは「派遣世代の文学」と言われているよう

な、つまり、いったん就職したけれども、パワハラで辞めた人が主人公です。

今の学生の生きている様というのが非常によくわかります。ワーキングプアか

ら派遣世代というような時代を生きていて、これは、ある意味で、われわれの

ような世代の想像を絶する部分があります。

例えば、うちの専攻に入ってくる学生の１割程度は、入った瞬間に初めから

鬱病ですね。これを引っ張るのは、ちょっと無理に近い。その上の予備軍まで

入れると、２割から３割はそれに近いような状況が一方にある。その辺のこと

をやっぱり考えなくてはいけないかなというふうに思いま す。

そういう学生にとって具体的に何が必要かというと、まず仲間なんですね。

これがないとやっていけません。もう一つは、社会に対して視座というような

ものをほとんどまったく持っていませんので、それをいかにして与えるかとい

う、この二つだと思います。

文学部の中では、そういうことに関してまとまった議論をしているというわ

けではないんですけれども、ただ、私が長年おりまして、共通認識としてそう

いうことは大事であると思うのは、つまり、学部として精神世界というものを

扱うという、そこを中心に教育を進めていく。この観点は共有できるものであ

ると思います。その上で、ここから先は倫理学専攻と、ある部分では私自身の

教育の試みというのをご紹介するということになってしまいますけれども、そ

こでの課題をお話しさせていただきたいと思います。

終的には、キャリア教育というのは、さっき出てきた話で 「ジェネリック、

、スキル」という話になりましたけれども、ものすごく乱暴にまとめてしまうと

「普通のことを当たり前にやれ」と言っているだけなんですね。それを、どう

やってやるか。モチベーションを工夫して、そこまで持っていくにはどうする

かというのが実は大事なことであって、そのためのノウハウというのが、何が

できるかということが非常に難しい問題であろうと思います。

お配りした「携帯電話等を利用したＦＤの試み」(本誌70頁～)というのを見

ていただきたいんですけれども、ここから先はある意味では私自身の授業実践

のご報告になります。今の学生たちは、中学生以降、特に高校以降は携帯電話

というものの中で人間関係を作っています。これは非常に重要なことなので、

これはわれわれの世代とは全く違います。基本的に中・高では、携帯というの

、は、学校側はどちらかというと敬遠しますけれども、私の発想は全く別でして

携帯電話を使って彼らのネットワークに入っていくということを考えます。
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実は、これは情報センターでご報告したもののまとめなんです。３ページ(本

誌72頁)を見ていただきたいんですけれども、３ページ(本誌72頁)に私の授業の

ある日のパワポが出ておりますね。そういうふうにして授業をやっているんで

すけれども 「タブ２」の「メール」というところを見ていただくと、学生た、

ち各自にこういうふうに授業項目理解度の自己評価を書かせます。そして「タ

ブ３」を見ていただくと、授業に関する５段階評価があって 「タブ３」の、

後の「例」というところを見てもらうと、メールの本文には、例えば「３２４

１５２ 、これは要するに何かというと、当日やった項目で、この日は例えば、」

「タブ１」の 「ソクラテス」のところの 「１－Ａ」と「Ｂ」と「Ｃ」と、そ、 、

ういうふうにやっているわけです。それぞれに関する学生の自己評価、その項

目がどれだけわかったかということを、授業が終わったときに５段階評価数値

でメールで送らせます。

ソフトを工学部の先生に開発していただいて、そのページでいきますと、

「６」のような表が即座にできます。これは、メールを送らせますと、私のパ

ソコンの中でこうなるわけです。そうすると、この「６」の表を見ていただき

ますと・・・。６ページ(本誌75頁)です 「アンケート結果」というところの。

下に 「平均値」というのが表の一番下にありますね。これはどういうことか、

というと、ある学生が当日やったこの日は、えーっと、１、２、３、４、５、

６、７、８、９項目ぐらいありますか。例えば 「ソクラテス」のあることに、

関して５段階でどう評価したというのを、個人別に全部出ているわけです。そ

して集計を採って、平均値を採りますと、これは私の授業評価になります。つ

まり、その授業を学生がどの程度理解したかという数字が、各学生個人別と平

均値とで出ます。これを、１年間すべての項目に関してやります。

、そして、その 初のパワポをちょっと見てもらえればわかるんですけれども

そういうふうに出た平均値を 「メール」というところの３ページ(本誌72頁)、

の、例えば「タブ４」を見ていただくとわかるんですけども 「タブ４」に、、

例えば上から３行目 「アナクサゴラスについて２.７２→２.６６」と出てい、

ます。これは何かというと 「２.７２」というのは、１回目にやったときの平、

均値なんです。学生たちは、授業が、次の週に見るときには、これをまず見ま

すので、そうすると自分が全体の中でどれぐらいの位置にいるかと自動的に意

識します 「俺は、クラスの中でどの程度のことをやっている人間なんだ」と、。

まさに自己認知ですね。

そうして、その次の矢印の先の「２.６６」という数字は、これは、２回目に

同じことを次の授業で復習しますので、そのときにどれぐらい上がったかとい

、う、また平均です。この両方が出てくるわけです。これを毎回授業で見せると

彼らはまず、自分が全体の中でどの程度にいるんだということをおのずと意識

します。

。これはすべて、全項目の１年間分を入れて、各学生を個人的に追跡できます

そして私自身の方の授業としては 「平均値が５段階で３を切った項目は先に、

進まない」というふうに宣言しています。そうするとお互いに協力して 「３、
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。以上にする」ということを共通の目標として立てるということをやるわけです

それで一緒に頑張っていく。

これの授業評価として恐らくいいところは、学生たちの自己評価が、平均値

を採ることによって、そのまま私の授業評価になるんですね。つまり、教える

側と教えられる側の評価に関する矛盾対立ということは普通はあるんですけれ

ども、それが起きないということが非常に特徴的なことです。

。また、メールを使ってやるということ、これをやると非常に一体感が出ます

自動的に自分が全体のどこの位置にあるかということを考えます。こういう試

みを一つやっています。

それから、もう一つ。仲間を作ってやるっていうことに関して、ノートを、

これは「西洋哲学史」という授業ですけれども、これは１年生の授業なので

。初の授業です。例えば９ページ(本誌78頁)をちょっと見ていただきたいんです

今、情報センターには、簡便にコピーが取れる、つまりＰＤＦファイルでもっ

て、ぱっと、１００枚でも２、３分で取れる機械がありますね。

私は授業のノートを年に何回か、こういうふうに試験用紙に取らせます。そ

して名前は裏に書かせて、表では見えないようにします。それを全部ＰＤＦに

取って、授業においてこれを全員分スクリーンに出して、投影して、講評しま

す。そうすると、彼らは、いいノートも悪いのも当然あるわけですね。

この 「Ａ 「Ｂ 「Ｃ 「Ｄ」というのは、例えばある日の授業の評価で、 」、 」、 」、

すけれども、見せられると、まず何を意識するかというと 「こんなノートを、

書いたやつがいるのか」と思うわけです。あるいは 「俺は、これだけしか書、

いてなかった」と思うわけです。同時に 「おまえらな、１年間授業に１００、

万払ったりすると、俺の授業４単位だと、計算すると１回あたり５千円だぞ。

このノートでいいのか」というような話をやりますね。そうすると彼らはやっ

ぱり意識します。

そして、これをやりますと、１年生に入ったときに比べると、４回目、つま

、り１２月ごろには、はるかにノートはやっぱりよくなります。そういうふうに

全体の中で自分が見えるようにするっていうシステムをＩＴを使ってやるって

いうのは、非常に有効ではないかなというふうに思っております。

ご参考になるかどうか。要するに一つ目的としていることは、勉学における

共通感覚を作るということです。と同時に、学生の自己評価を教員自身の授業

評価にするという、この二点ですね。

それから、もう一つは 「社会への視座」という点です。社会への視座に関し、

ては、具体的にはいろんな情報も入ってきますけれども、手っ取り早いのは、

先輩の様子がじかに見えるっていうことが一番ストレートなわけですね。

それで、われわれの専攻では、こういう仕方で携帯のアドレスを全員分把握

して名簿をすぐに作ってありますので、実は卒業生の間でメーリングリストと

いいますか、作ってありまして、過去５、６年、もう７、８年ですね、３０名

もいないような専攻ですけれども、リストに載っている卒業生は３００人ほど

おります。そこに 「専攻ではこういう行事があったよ」ってことを、年間の、
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何かありますね、イベントは。そうすると、１００字か２００字で、２、３カ

月に一度配信するわけです。すると、彼らはずっと帰属意識が残ります。

そういう環境を作っておいたうえで 「先輩と語る会」という催しをして、先、

輩に来てもらって 「こういう仕事で、こうしていますよ」っていう話を聞か、

せるというふうにやりますと、これは先輩にとっても、それから、現場の学生

にとっても非常に自覚が深まるというか、先輩としても 「話して面白かっ、

た」と言うし、学生のほうも興味を持って実際に影響を受けて、目的意識が備

わるようで、そういう仕方でもって、社会に対する視座を開いていくっていう

試みをやっています。ちょっと写真を出してもらえますか。その写真がありま

す。

というようなことを試みとしてやっておりまして、ご参考になるかどうか。

もしもご興味があれば、ほかにもいくつかのことが書いてあります。もう時間

がありませんので、この報告をお読みいただければありがたいかなというふう

に思います。以上です。

木阪先生ありがとうございました。柴田

では 後に、専門が法律と決まっており、範囲が狭いといわれていますが、

法学部の取組について紹介いただきます。渡辺先生お願いいたします。

法学部教務主任の渡辺でございます。よろしくお願いいたします。一番渡辺

後に法学部が報告ということになりましたけれども、これは別に、キャリア

教育の取り組みが一番遅いというわけじゃないと思っております。キャリア教

育についてはのちほどお話ししますけれども、その前に、法学という学問の性

格そのものについてちょっとお話ししておきたいんです。

。ドイツに、有名な（フリードリヒ・フォン・）シラーという詩人がおります

この方が、 初、法学部に入学したんだそうです。無理やり法学の学問を勉強

させられまして、ついにはノイローゼになってしまわれた方なんです。揚げ句

の果てに、シラーさんが、法学を称して「レヒツビッシェンシャフト」と言う

のは 「しょせん、ブローツビッシェンシャフト」だと、罵倒したわけです。、

つまり、法学っていうのは、パンのための学問だ。つまり生活の糧を得る、い

わゆる 「世俗的な学問だから、嫌だ」と言うわけです。で、法学を捨てて、、

文学の世界に進んだわけです （ヨハン・ヴォルフガング・フォン・）ゲーテ。

さんもそうなんです。

実は、私が留学したのはゲッティンゲン大学なんですが、ゲーテさんもライ

プチヒ大学の法学部に入学して弁護士の資格を取得して、弁護士事務所まで開

業したのですがどうしてもなじめなくて 「こんな世俗的な学問は嫌だ」と言、

うので、ご両親を説得して、やはり転向して文学の道に進まれた方なんだそう

です。

象徴的にシラーさんがおっしゃいましたように 「法学というのは、まさに、

ブローツビッシェンシャフトなんだ 「食べるための学問だ、世俗的な学問だ」、

から嫌だ 。崇高な文学を嗜好するタイプから見れば確かにそのように思われ」

ますし、私も、事実、法学というのは実用法学だし、ある意味 も世俗的な学
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問の領域なんだというふうに思っております。

事実、法学部の出身者の学生に対しては、先ほど 「政経学部でも公務員合、

格者が多数出ている」というお話がありましたけれども、国家公務員、それか

ら地方公務員の公務員試験のほかに、まず法曹三者です。弁護士、裁判官、検

察官、それから弁理士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士、宅建

主任、その他さまざまな国家資格が準備されているわけです。

そういった国家資格を取ることによって、すべての領域が大体高収入に結び

付いていく職業なんですね。今日のリポーターの報告にありましたように、持

、続的な就業が成り立つような学生を、子どもたちを育てなさいという意味では

持続的な就業が可能な学問領域なんだということであります。

従いまして、私も川嶋先生と同じように、法学部の教育というのは、学士課

程教育そのものが、私は、キャリア教育につながっているんだという強い認識

を持っております。

こういった目標、背景がありますので、法学部は、ご存じのとおり法律学科

と、それから現代ビジネス法学科と、現在２学科体制になっておりまして、い

ずれも教育目標として、とにかく時代や社会のニーズに対応できるような、あ

るいは、こんにちの国際ビジネス社会に対応できるような、多様な法的な知識

をとにかく習得させよう、力を着けさせよう。その力を着けさせることによっ

て、紛争解決能力とか、あるいは紛争処理能力、あるいは法的処理能力という

ものを身に着けさせよう。そして社会に出していこう。

結局、結論的に言えば、われわれから見れば、とにかく学生たちにリーガル

マインドを身に着けさせて、社会に輩出していこう。これを標榜して、法学部

を立ち上げてきているわけです。

この教育目標を達成するためのカリキュラムなんですけれども、先ほど川嶋

先生からも 「わが国の授業科目数が多すぎる」という話がありましたし、私、

も事実そう思います。ドイツのカリキュラムなんかを見ますと、日本の法学の

カリキュラムの３分の１ぐらいの科目数から成り立っています。ですから、ゆ

ったりと指導できるんですね。

ところが、日本の場合には、次から次からと立法府、国会が法律を作るもの

ですから、社会のニーズ、時代のニーズに合わせようというと、どうしても科

目数が増えざるを得ないという特徴を持っているんですね。

、でも、法学部の基本構想としましては、先ほど掲げた目標を実現するために

憲法、民法、刑法、商法、刑訴、民訴、いわゆる「基本六法」と言いますけれ

ども、これを基軸にしながら、それから、労働法、行政法といった基幹科目を

配して、さらに時代のニーズに適応させようというので、 近では法情報学と

か、不動産法、法女性学、犯罪学、少年非行と少年法、環境法、金融法、国際

取引法、消費者保護法、さらには著作権法を含む知的財産法という科目を配置

して、そして科目担当者の先生には実務経験が豊富な方を配置して、生きた法

的な思考能力を養っていこうということで、これまで続けてまいりました。

今、申し上げました教育目標、それからカリキュラムの実現、これを徹底し
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て身に着けさせようという趣旨から、法学部では従来から少人数教育、これを

徹底して行ってまいりました。ですから、レクチャーの中でも必修科目につい

ては必ず２コマを置いて、学生が割り振られて配分できるように、少人数教育

を徹底してまいりました。

平成１７年からですけれども、１年次から法律学科についてはプレゼミを、

そして現代ビジネス法学科については入門ゼミを導入いたしまして、これを有

効に活用して、いわゆる学生に目的意識・モチベーションを高めさせたり、い

、わゆる今まで各学部から報告された情報収集能力とか、あるいは情報整理能力

分析能力、そして論理的な文章作成能力、それからプレゼンテーションの能力

の向上、あるいはディベートを通してのコミュニケーション能力を高めていこ

う。こういったものを通して、法的にとにかく柔軟な思考のできる人材を育成

していこうということで、われわれは、このプレゼミ、あるいは入門ゼミを生

かしながら、このキャリア教育を反映させていこうということで、これまで工

夫をしてまいりました。

これまで、私は先ほど打ち合わせのときに申し上げたんですが、国士舘大学

にはキャリア形成支援センターがあります。それから生涯学習センターがあり

ます。教養教育があり、専門教育があり、そして、各学部が 近採り入れたキ

ャリア教育があります。それが、みんな縦軸になっているんですね。

、私は、基本的にこういったものを準備しておいて、横断的にそれを統合する

、あるいは総合するのが学生の責任だというふうに自覚しておりましたけれども

先ほど 「いや、そうではなくて、むしろ横断的にやれるように支援体制をこ、

れから作るのが、むしろキャリア教育なんだ」というお話を伺って、そうであ

るならば、それがこれからの法学部の課題になるのかなというふうに認識いた

しました。

私は、五つの柱が分業的になっていて、分業体制でちゃんと体制が作られて

いると自覚しましたが、川嶋先生からは 「それは独立して運営しているとい、

う良い表現なんだが、逆に言うと、ばらばらに運営されているということに問

題点があるんだ」という指摘がなされましたので、今後、これを横断的に、い

わゆる専門、あるいは教養・教育の課程の中で、こういうキャリア教育を施す

ような工夫を、これからＦＤの研究会を通して問い掛けをしながら進めていき

たいな、あるいは深めていきたいというふうに思っております。

法学部ではこれまで、ＦＤ運営委員会も今年度立ち上がりまして、２回ほど

既にＦＤの研究会を実施いたしました。初回は 「参加型ゼミナール」という、

、タイトルでもって、その成果についての報告をいただきまして、第二回目では

「キャリアデザインとは何か」というテーマで委員会を開いてまいりました。

これから、２回、３回、４回、５回と開いてまいりますので、その過程の中で

出されたテーマについても問題提起をしながら、どうあるべきか、これを検討

して進めてまいりたいというふうに思っております。以上、終わります。

渡辺先生ありがとうございました。柴田

各学部の取組について報告いただきました。本学の現状について、川嶋先生
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からコメントをお願いいたします。

ありがとうございました。この後半のシンポの趣旨が、今、柴田先生が川嶋

おっしゃったとおり、それぞれの学部での取り組みを全学的にまず共有しよう

ということでして、お聞きしていて、先生方、職員方もそうかもしれません、

私も、それぞれの学部はいろいろ努力・工夫をされているということがよくわ

かりました。

これを機会にして、今後、全学的に、よく 「高等教育の業界」と言います、

が、 近は 「グッドプラクティス（ＧＰ 」と言いますけれども、各学部でう、 ）

、まくいっている事例を、ほかの学部でも工夫をしながら採り込むようなかたち

そのためのＦＤ活動というのを今後期待したいなというふうに思っています。

いくつかのポイントがあったと思いますが、一つは、やはりいくつかの報告

にもありましたように、まず、目の前にいる、学生の実態をきちんと把握する

っていうことが非常に重要なのではないかなというふうに思いました。先ほど

の進路届の提出率から始まって、学生がどういう学力を持っているのか、何を

考えているのか、まず、学生についてのデータ収集、調査といいますか、それ

がまず必要かなというふうに思いました。

それは、言ってみれば、アセスメントということにもなりまして、先ほど文

学部の木阪先生のほうからのご報告にもありましたように、授業の理解度を毎

回、毎回、確認して次に進むという、いわゆる形成的評価ということになりま

すけれども、それを積み重ねていくことによって 「国士舘大学の卒業生は、、

これだけのことを学んだんだ」という自信を持って、大学が社会に対して送り

出すことができるのではないかというふうに思っております。

そのためには、やはりデータに基づくと同時に、きちんとアセスメントを評

価していく。その結果を可視化するといいますか、目に見えるかたちにしてい

かないと、やはり中だけでの情報共有ですと、なかなか社会から理解されない

ので、それをきちんと社会からも認められるように教育、あるいは学生の成

長・学びというものを目に見えるかたちで公表していくということが必要で、

そのためには逆に原点に戻ると、やはりそれぞれの取り組みの目標というのを

あらかじめ明確に作っておくということが必要だろうと思います。

学生一人一人の授業における到達目標と同時に、学部とか、学科とか、ある

いはゼミなり、それぞれの取り組みの到達目標が何なのかということも、よく

言われる「ミッション」とか「ゴール」というのを、やはりあらかじめ明確に

しておく必要がある。

それから、 後に法学部の先生からご報告がありましたが本当に分業で、横

に有機的に連携があればいいんですけれども、とかくお話に 「個人商店」と、

いうことで、全く隣の商店と連携がない。つまり、商店街でちゃんと何かやる

のならいいんですけれども 「分業」と言いながら実は非常にたこつぼ化して、

るとか、縦割りになってしまっているというのは、ややもすると、やっぱり私

も含めて大学の先生にありがちな行動なので、やはり授業科目もそうですし、

さまざまな活動の連携といいますか、コラボレーション、そういうもので大学
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全体としての教育力を高めていくという、そういう仕掛けなり取り組みの工夫

がこれから必要です。

こういうＦＤというのは、そのためにある活動だと思いますので、今後の国

、士舘大学におけるＦＤ活動の発展に期待しながら、今日のまとめといいますか

私のコメントにさせていただきたいと思います。

（終了）
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基調講演資料
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7
ポートフォリオ社会/生涯学習社会

卒業後3年で3割が離職

8
ポートフォリオ社会/生涯学習社会

• 卒後3年で3割が離職（７-５-３現象）

• 終身雇用制度の崩壊

• 多様な職種・就業パターン

自己のキャリアを開発・管理する能力

流動化する労働市場

9
高等教育のユニバーサル化

平成20年4月の
進学率＝55.3％
収容力＝92％

10
高等教育のユニバーサル化

東京大学調査

11
高等教育のユニバーサル化

• 大学教育と労働市場との関係の認識希薄

• 目的・動機・進路不明

• 目的・動機・進路多様

キャリア開発支援が必要

12
大学評価としての就職率：
大学全入時代の大学経営

就職氷河期
経済
状況
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13
大学本来の使命として

• 学生の社会への円滑な「移行」の支援
は本来の使命

とりわけ、ユニバーサル段階においては

14
「キャリア教育」とは

• 卒業時の「就職（雇用）」

“Immediate Employment”
• 卒業時の「就業力（即戦力）」

“Immediate Employability”
• 生涯の「持続的就業力」

“Sustainable Employability”

(A G Watts)

15
「就職（雇用）」のための教育

• 自己理解

• 就職セミナー

• 模擬面接

• エントリーシート記入指導

• ビジネスマナー講座

卒業時に（「学士」にふさわしい職に）「就職」す
るための支援

16
「就業力（即戦力）」の教育

• 資格講座・検定講座

• インターンシップ

• 「専門」教育

卒業時に（「学士」に相応しい職で）「就業」でき
る能力の開発支援

17
「持続的就業力」の教育

• ジェネリック・スキル

• キャリア管理力

卒業時に「就職」「就業」できるだけでなく、生
涯にわたって「就業可能employable」である

こと

18
ジェネリック・スキルGeneric Skills

• Generic Skills：あらゆる職業を越えて活用
できる「移転可能Transferable」なスキル

• Vocational Skills：特定の「職業」に必要な

特定の「技術的」スキル

• Employer-wide Skills:特定の「組織」で必

要なスキル

• Job-specific Skills：特定の「仕事」に必要

なスキル
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19

19

【イギリス】
Core skills,Key skills,
Common skills

【ニュージーランド】
Essential skills

【オーストラリア】
Key competencies,Employability
skills,Generic skills

【カナダ】
Employability skills

【アメリカ】
Basic skills,Necrssary
skills,Workplace know-How

“多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力”を重視し、

育成していこうという動きは、日本だけの話ではない。

【シンガポール】
Critical enabling skills

【ドイツ】
Key qualification

【スイス】
Trans-disciplinary goals

【デンマーク】
Process independent qualifications

【フランス】
Transferable skills

各国で求められている技能
20

学士に求められる学習成果

一般的専門的 学術的（大学）

社会的（労働市場）

知識

技能

Barnett, R. (1994)
The Limits of Competence
Figure4.1を修正

20

21
学士に求められる学習成果（欧州）

一般的専門的 学術的（大学）

社会的（労働市場）

知識

技能

Barnett, R. (1994)
The Limits of Competence
Figure4.1を修正

大学

ポリテクなど

21

22
学士に求められる学習成果（日米）

一般的専門的 学術的（大学）

社会的（労働市場）

知識

技能

Barnett, R. (1994)
The Limits of Competence
Figure4.1を修正

教養（一般）教育専門教育

初年次教育

(従来の）キャリア教育

22

23
今学士に求められる学習成果

一般的専門的 学術的（大学）

社会的（労働市場）

知識

技能

Barnett, R. (1994)
The Limits of Competence
Figure4.1を修正

ジェネリック・スキル
23

24

オーストラリア
Mayer Key 
Competencies

英国(NCVQ)
Core Skills

カナダ
Employability 
Skills Profile

米国(SCANS)
Workplace 
Know-how

知的コンピテンス

情報を収集し、分
析し、整理する
数的スキル
問題解決力

生涯学習力
数的スキル
問題解決力

思考力
数的スキル
問題解決力、意
思決定力

思考スキル（創
造的思考、判断、
問題解決）
基本スキル（読
み書き、数学、
対話）

社会的コンピテンス

他者との協働
チームワーク

他者との協働

責任感
他者との協働

チームワーク
リーダーシップ
責任感

コミュニケーション・コンピテンス

アイデアと情報の
伝達
技術の活用

コミュニケーション
スキル
情報技術

コミュニケーショ
ンスキル
技術の活用

情報の活用
技術的システム
の理解

国

カテゴリー

ジェネリック・スキルの要素
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25
社会人基礎力

26
学士力

21世紀の教養

これまでの教養

27キャリア管理力

Career Management Skills

“DOTS”モデル

・Self awareness（自己認識・自己理解）

・Opportunity awareness（機会認識）

・Decision learning（意思決定スキル）

・Transition learning（移行学習）

28

キャリア教育のダイナミクス

AGCAS（２００５）, Career Education Benchmark Statementより
www.agcas.org.uk

29
「キャリア教育」とは

生涯にわたり、学習と労働の進捗状況を自己
管理するために必要な知識、スキル、態度、
行動特性などの学習を支援する取組

｜｜

「自立・自律した学習者Empowering 
Learner」の育成

30

学士課程教育とキャリア教育

これまで

教養教育 専門教育 キャリア教育

これから

教養教育 専門教育

キャリア教育
課外の

キャリア教育
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31
キャリア教育の観点から
学士課程教育を構造化

1年

適応

2年

探究

3年

体験

4年

移行
高
校

社会

マサチューセッツ工科大学の例

31

32
カリキュラムに埋め込まれたキャリア
教育

社会学 日本史 哲学 物理学 経済史 計量経済
学

産業組織
論

チーム
ワーク ○ ○ ○

コミュニ
ケーショ
ン

○ ○ ○ ○

課題解決
力 ○ ○ ○ ○ ○

IT技能 ○ ○ ○

知識
分野

スキル

33

学士力

カリキュラムに埋め込まれたキャリ
ア教育

一般的専門的 学術的（大学）

社会的（労働市場）

知識

技能

Barnett, R. (1994)
The Limits of Competence
Figure4.1を修正

33

これからのキャリア教育

34
目標の明示化、段階化、モニタリング

• ベンチマーク（到達目標）の設定

・段階（レベル）化

・「ラーニング・アウトカムズ」 （○○できる）

• 学習状況のモニタリング

・アセスメント

・証拠

・記録（「ポートフォリオ」,PDP→自己評価・管
理力）

35
アウトカム重視の教育とは

何を教えたいのか
Aims

Curriculum

何ができるように
なって欲しいのか

Intended Learning
Outcomes

36
アウトカム重視のアプローチ
Outcome-Based Approach

どんな人材を育成するのか
理想的な卒業生とは

卒業生の属性
認知的領域（知識・理解）
情意的領域（関心・意欲・態度）
精神運動的領域（スキル） (B.S.Bloom)
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37
アウトカム重視のアプローチ
Outcome-Based Approach

期待される
学習成果：
学生ができ
るようにな
らなければ
ならないこと

Intended
Learning
Outcomes

38
アウトカム重視のアプローチ
Outcome-Based Approach

期待される
学習成果：
学生ができ
るようにな
らなければ
ならないこと

教育・学習：
学生がで
きるよう
になるた
めにする

こと

Teaching
Learning
Activities

39
アウトカム重視のアプローチ
Outcome-Based Approach

期待される
学習成果：
学生ができ
ようになら
なければな
らないこと

アセスメント：
学生が

どれだけ
できるよう
なったか

教育・学習：
学生がで
きるよう
になるた
めにする

こと

整合性

40
成功への道？（課題）

• 教員の支持・協力（教職協働）

• 企業との対話（相互批判から相互
理解と協調へ）

• ペダゴジー改革

41
教育から学習へ
(Barr & Tagg:1995)

教育パラダイム 学習パラダイム

大学の使命と目的 ・授業の提供

・教員から学生へ知識の移転

・コースとプログラムの提供

・教育の質の向上

・多様な学生のアクセスの実
現

・学習の生産

・学生の発見と知識構成の誘
発

・強力な学習環境の創出

・学習の質の改善

・多様な学生のサクセスの実
現

成功の基準 ・インプット、資源

・入学者の質

・カリキュラム開発、拡大

・資源の量と質

・入学者、収入の増加

・教員と教育の質

・成果（学習、学生の成功）

・卒業生の質

・学習技術の開発、拡大

・成果の量と質

・学習総量の増加と効率性

・学生と学習の質

42
教育から学習へ
(Barr & Tagg:1995)(Barr & Tagg:1995)

教育パラダイム 学習パラダイム

教育と学習の構造 ・原子論的：部分＞全体

・時間：一定、学習：多様

・90分の講義、2単位

・固定された時間割

・1人の教員、１つのクラス

・独立した分野：学科・学部

・教材の消化

・期末評価（試験、レポート）

・教員によるクラス内での評価

・学位＝累積単位数

・全体論的：全体＞部分

・学習：一定、時間：多様

・学習環境

・いつでも学習可能

・様々な学習経験の総体

・学際的、学科・学部間協働

・特定の学習結果

・事前/事中/事後評価

・外部者の学習評価

・学位＝獲得された知識とス
キル
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43
教育から学習へ
(Barr & Tagg:1995)

教育パラダイム 学習パラダイム

学習理論 ・知識は個人に「外在」

・知識は「塊」として教員によっ
て配達される

・学習は累積的、線形

・知識の「倉庫」メタファー

・教員中心で、教員が学習を
制御

・「生き生きとした」教員が必要

・教室と学習は競争的、個人
主義的

・才能や能力は稀有

・知識は個人の精神の中に存
在し、個人の経験を通じて形
成される

・知識は構築され、創造され、
獲得される

・学習は複雑に絡みあう枠組

・学習は「自転車の乗り方」メ
タファー

・学生中心で、学生が学習を
制御

・「能動的」な学生が必要

・学習環境と学習は共同的、
協働的、支援的

・才能と能力は豊富

44
教育から学習へ：教職協働は不可欠
(Barr & Tagg:1995)

教育パラダイム 学習パラダイム

役割の定義 ・教員は主に講演者

・教員と学生は独立に行動し、
隔離されている

・教員は学生を分類し、選別
する

・職員は教員と教授過程を支
援する

・専門家は誰でも教えることが
できる

・独立したアクター

・教員は主に学習環境と学習
方法のデザイナー

・教員と学生は互いに、そして
職員とチームで活動する

・教員は全ての学生の能力と
才能を育成する

・全職員が教育者で、学生の
学習と成功を生み出す

・学習を促進することは複雑
であるが、やりがいがある

・チームワーク

45
ステークホルダーとの対話

• 卒業後の継続的なモニタリング

• 採用企業との恒常的な対話の場

• コミュニティからのフィードバック・参加の場

46

学習と教育の関係に関する3つの仮説

１．学習は、学生の資質によるところが大きい

２．学習は、教員の教え方によるところが大きい

３．学習は、学生の考え方、教育環境の影響を
受ける学生自身の学習活動次第である

構成主義的学習観

47エリート段階の学生とユニバーサル
段階の学生の学習

高度な知的活動・能力

理論化できる
応用できる
関係付けられる
説明できる
記述できる
記録できる
記憶できる

低度の知的活動・能力

受動的な学習活動 能動的な学習活動

エリート段階
の学生

ユニバーサル
段階の学生

J. Biggs (2003)

48

http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20080222.html

より主体的・能動的な学習機会を

自
由
放
任
で
は
な
く

48
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49
学習を促進する7原則

• 学生ー教員の交流

• 学生同士の協働（学習共同体）

• 能動的学習Active Learning
• 迅速なフィードバック（形成的評価）

• 時間の有効活用・集中力

• 高い期待

• 個性の重視・多様な学習機会

※学習は「スポーツ観戦」ではない

学生の主体的関与Involvement, Engagement

ペダゴジー改革が不可欠ペダゴジー改革が不可欠 （AAHE)

50

50

中国の故事

• 聞いたことは、忘れる

• 見たことは、覚える

• やったことは、分かる

51
Active Learningのモットー

• What I hear, I forget.
• What I hear and see, I remember a little.
• What I hear, see, and ask questions about

or discuss with someone else, I begin to 
understand.

• What I hear, see, discuss, and do, I acquire 
knowledge and skill.

• What I teach to another, I master.
(Mel Silberman, Active Learning: 101 

Strategies to Teach Any Subjects.)

52
学習者中心のアプローチ

「知っている知識で何ができるか」
“What students can do with

what they know”
コンピテンス

学習者中心のアプローチ
Engagement/Learning/Active Learning 

「何を知っているか」
“What students know”

知識

学習は「スポーツ観戦」では
ない

52

53

ご清聴ありがとうございました
tatsuo@kobe-u.ac.jp

54
自己アセスメント

• 学士課程教育にキャリア教育が求められる背景を
理解する。

• 学士課程におけるキャリア教育とは何かについて、
自分なりの見解を持つことができる。

• アウトカムを重視した学士課程教育についての理解
を深める。

• 高等教育のパラダイム転換を理解する。

• アクティブ・ラーニングの重要性を認識する。

• 講演者にひとつは質問する。
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55

4項目以上で
きれば合格で
す。
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♦

♦
♦

♦

理工学部資料
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アカデミック・アドバイザー制度

理工学基礎演習

建築物の見学

橋の模型

(構造計算）

数学・物理の基礎学力

専門基礎学力

62 63
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政経学部資料
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導入教育における知見
（フレッシュマン・ゼミナール）

授業に集中できず、おしゃべりする学生が増加

学生のタイプが三層化（やる気がある、中間、無
関心）

通常の講義型の授業では飽きてしまう

70

講師の工夫や課外授業（街並み研究探索）など

参加型授業への転換（グループワーク、調査研究
発表）

テーマごとにグループの席替え（おしゃべりがなく
なる）

教員の工夫が必要

体験型・参加型教育の検討

新

入

生

・なぜ格差は拡大したのか
・なぜ失業者は出るのか
・高齢社会の問題は何か
・老後は大丈夫か
・環境は守れるか
・政府の財政難はどの様な影
響をもたらすか
・政府は立ち直せるか

問題意識・社会意識

・現代社会のどこに課
題や問題があるのか
・その課題や問題の根
本は何か

・どの様なアプローチを
用いればよいか
・解決策を見いだすに

・グループ研究など
で研究分析する
・必要な政策や解

学習・分析法
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問題意識や社会
意識はどうやって
見つけることが出
来るのか

PRE問題意識 ・社会の現場はどうなっ
ているのか
・社会の仕組みはどう
なっているのか
・人々はどこで苦しんで
いるのか

はどうすればよいか 決策を提言する

体験学習
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携帯電話等を利用したＦＤの試み 

 

木阪 貴行* 

 

以下、2008年 2月 18日に開催された第４回 e-Learning 研究会で口頭発表したことに加えて、その後の教育

実践で進展したノウハウ、知見等をまとめて報告する。 

 

1. はじめに――授業改善の目標と実践 

 

大学における授業は講義と演習を基本とする。これらは、学生とともに問題を共有し、その

場でともに考えるということをその本質的要素としている。すでに認められたいわば「解答」

を教えてそれを身につけさせることを主眼とする種類の授業ではない。この観点からすると、

大学での授業に求められることは、教員側と学生側に分けて言えば次のようになろう。つまり、

教員の側に求められるのは、学生の前で相手の様子を見ながら問題をその場で提示して話し、

自ら学生とともに考究する能力である。学生の側は、人が考えている話を聞き、問題を共有し、

それを共に自ら考える能力である。 

IT を使って授業を改善し、よりよいものとして行くには様々な方法があろう。だが上のよう

な大学における授業の本質を考慮するならば、IT を使ってできることは、それほど多くないと

考えた方がよい。新たな技術には工夫次第で大学教育に貢献する部分があるにしても、教える

者の工夫さえ不要な万能の IT ツールというようなものがあるはずもない。授業の本質は、現場

における人間と人間との関係である。新技術そのものよりも、それをどう使うかということが

ずっと重要なのである。微力ながら、この観点から私が自らの講義で試みていることを報告し、

大方の批判を仰ぎ、また共同して授業方法を深化させることを希望したい。 

今回は以下の四つの試みを報告する。 

① 毎回の授業項目すべてに関する各学生個人別理解度自己評価 → 教員と授業の評価へ  

② 携帯電話の活用とメールアンケートソフト<KS01> 

③ ノート提出とその PDF ファイル化→スクリーン上で投影して講評 

④ 講義のビデオ録画と IC レコーダーによる録音 

 

                                                  
*   国士舘大学 文学部倫理学専攻 
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2. 毎回の授業項目すべてに関する学生個人別理解度自己評価の集計 

   

まず、授業アンケートを発展させる試みについての報告から始める。講義中に実施する授業

アンケートの内容と方法を工夫し、毎回の講義ごとに、前回の復習部分と当日学習部分両方の

全項目について、学生に自らの理解度を 5 段階の数値により自己評価させ、その数値を各学生

別にエクセル等の表計算ソフトに入力して、そのデータを活用して授業改善を図っている。あ

る日の講義(2008 年 6 月 12 日：「西洋哲学史」)で使用したパワーポイントのタブ（P.３～P.

４）を用いて説明していきたい。 

 授業は、名前を読み上げて出欠を取り（これから述べるアンケートでそのまま出欠確認の代

用もできるが、学部の対面授業では顔を見ながら学生に返事をさせることは極めて重要であ

る）、別に買わせている用語集から出題して用語理解を試す小テストを毎回やった後、前回の

復習から入る。この日の前回復習分は 08 年度「西洋哲学史」の 1 章 10-C,D、11-まとめ①､②、

2 章 1-A,B,C であったが、簡便のために実際に使用したパワーポイントのタブの 2 章 1-A,B,C

のみを示した（タブ 1、タブ 4）。まず、タブ 1 を学生達に示しながら 15 分程度を使って前回

学習項目を復習する。「アナクサゴラスについて 2.72 」､「プラトンの対話編／アリストファ

ネスの『雲』  2.67」､「哲学という学問の在り方 カントのこと  2.61」と各項目に付されて

いる数値は、前回の講義の 後に、タブ７を用いて 5 段階で、学生達に自己評価させた数値の

平均値である。学生達は、このように授業の 初にまず前回の平均値を見せられるので、自分

の理解度が全体の中でどの程度のものかを自ずと意識することになる。その上で、特に理解度

平均値の低いところを丁寧に復習する。学生達に対しては、「平均値が 3 を超えていれば先に

は進まない」、「教える側と学ぶ側の相互の努力によって平均値を 2 以下に持っていくことを

目標とする」、としている。なお、各学生の自己評価数値は、小テストと定期試験による成績

評価には全く無関係である、と学生たちには明確に伝えている。また私自身の欠点として、考

えながら話し始めると早口となる点があるので、この点についても毎回学生達にチェックさせ

ている（タブ 7 参照）。タブ 1 に見られる「癖 2.11」とある数値がこのとき 6 月 5 日分の結果

である。この日は 2 を超えた数値になっている。一昨年秋期から始めたこの試みで、この点は

だんだんと平均値 2 を切ることが増えてきた。各学生の理解度と早口度の評価は、早口に感じ

ていると理解度が低い、あるいは理解度が低いと早口に感じる、という相関関係がある。 

 前回の復習が終わると、その直後にタブ 2 とタブ 3 を示して、復習終了部分について改めて

理解度を学生達に自己評価させ、それをタブ 2（この日は 7 回目なので「定着度確認 7」）に従

ってタブ 3 の指示通りに携帯電話からメールで送信させる。経験上 30 人に 1 人程度の割合で、

携帯電話をそのときに所持していなかったり、電池がなくなっていたりする学生がいるが、当
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該学生には紙にメモで書かせて提出させる。後述のメールアンケートソフト<KS01>を用いて各

学生の数値を個人別にエクセルに入力（紙メモについては手入力）して、その平均値を算出す

る。 

 

１．ソクラテス：自然から人間へ

Ａ 『パイドン』のテキスト
アナクサゴラスについて 2.72 

Ｂ ソクラテスについての情報
プラトンの対話編／アリストファネスの『雲』 2.67

Ｃ プラトンと対話編
哲学という学問の在り方 カントのこと 2.61
→ 哲学は学ぶことはできず、ただ哲学することができるのみ

癖2.11

タブ 1

  

メール
↓要注意

kisaka@kokushikan.ac.jp

「史」が先

考古日本史１年５１番福田 → 史日1-51福田

東洋史２年５１番福田 → 史東2-51福田

倫理１年５１番福田 → 史倫2-51福田

タブ2

 
   

 

１ よく覚えていてよく説明できる

２ ほぼ覚えていてほぼ説明できる

３ 少ししか覚えておらず説明はできない

４ 項目のみ聞いた覚えがある

５ まったく覚えていない

遅刻の場合→無 ／ 欠席の場合→欠

６／５ 講義分
１章10-C,D 11-①,② ２章1-A,B,C

７桁の半角文字を送信する

例 → 3241523(これだけ、スペースもなし)

定着度確認 ７

タブ3

   

１．ソクラテス：自然から人間へ
Ａ 『パイドン』のテキスト

アナクサゴラスについて 2.72 →2.66

Ｂ ソクラテスについての情報
プラトンの対話編／アリストファネスの『雲』 2.67 →2.47

Ｃ プラトンと対話編
哲学という学問の在り方 カントのこと 2.61 →2.34

→ 哲学は学ぶことはできず、ただ哲学することができるのみ

癖2.11

タブ4

  

  

２．ノモスと魂
Ａ ノモスの相対性

Ｂ 『ゴルギアス』のテキスト

ノモスは強者の利益のために作られたのか

Ｃ ソフィストと相対主義

プロタゴラス 人間万物尺度論

Ｄ 知と無知の間 相対の根拠としての普遍

相対から垣間見る絶対

魂の故郷の記憶

タブ5

    

メール
↓要注意

kisaka@kokushikan.ac.jp

「史」が先

考古日本史１年５１番福田 → 史日1-51福田

東洋史２年５１番福田 → 史東2-51福田

倫理１年５１番福田 → 史倫2-51福田

タブ6
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理解度確認と木阪の悪癖チェック
１ 詳しく説明できる

２ ほぼ説明できる

３ 少ししか説明できない

４ 項目だけは覚えている

５ 聞き漏らしてしまった

本日講義分について

（○＋１）桁の半角数字を送信する

(それだけ、スペースも改行も何もなし)

１ 早口とは思わなかった

２ 早口だが聞き取れた

３ 早口で聞き取れなかった

タブ7

  

２．ノモスと魂
Ａ ノモスの相対性 2.71

Ｂ 『ゴルギアス』のテキスト 2.83
ノモスは強者の利益のために作られたのか

Ｃ ソフィストと相対主義 2.85
プロタゴラス 人間万物尺度論

Ｄ 知と無知の間 相対の根拠としての普遍

相対から垣間見る絶対 3.17
魂の故郷の記憶

6/12：悪癖2.05

タブ8

 
   

 

２．ノモスと魂
Ａ ノモスの相対性 2.71→2.43

Ｂ 『ゴルギアス』のテキスト 2.83 →2.50
ノモスは強者の利益のために作られたのか

Ｃ ソフィストと相対主義 2.85 →2.60
プロタゴラス 人間万物尺度論

Ｄ 知と無知の間 相対の根拠としての普遍

相対から垣間見る絶対 3.17→2.90
魂の故郷の記憶

6/12：悪癖2.05

タブ9

  

メール

a@gschan.net へ

件名

「史」が先

考古日本史１年５１番福田 → 史日1-51福田

東洋史２年５１番福田 → 史東2-51福田

倫理１年５１番福田 → 史倫1-51福田

タブ10

 
   

 

メール本文
本文の1行目に、

kisaka abcd
先生名とパスワード
半角英字と半角スペースのみ

パスワードの後にスペース等がある場合はエラーとなる

本文の２行目に評価数字列を書く

タブ11
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 こうして二度の自己評価の結果として、タブ 4 の各項目にあるように、「2.72 →2.66」「2.67 

→2.47」「2.61→2.34」といった数値の変化を得る。「→」の前の数値が初回学習時の理解度平

均値、後に続く数値が、復習後の再自己評価平均値である。この例のように、復習後に行う 2

度目の自己評価では、復習で特に前回の内容を深化させて難しい内容に踏み込まない限り、平

均値はほぼ上昇する結果が得られる。 

 小テストと前回復習の自己評価送信が終わるまでがほぼ 30 分程度であり、これらが終わる

と、当日の新たな学習項目を 1 時間程度講義する。この 6 月 12 日の場合は、タブ 5「２．ノモ

スと魂」であった。授業が終わりに近づくと、終了 3 分前程度から、タブ 7「理解度確認と木

阪の悪癖チェック」に従って、復習部分と同様に、自己評価数値を携帯電話から送信させて、

授業終了となる。 

 授業終了直後に研究室のコンピューターで学生からのメールを受信し、メールアンケートソ

フトでそれを処理すると、P.６に示した「6/12-前回(6/5)復習分」及び「6/12-今回学習分」の

ように集計ができる（学生の個人情報に関するデータは削除して掲載）。上記集計結果は、こ

の集計数値を使用している。このソフトを使って集計したあとは、タブ 5 を更新して次回授業

用にタブ 8 の状態にする。さらに、次回分が終了すれば、復習分としての集計結果を加えてそ

れをタブ 9 の状態に更新して、当該項目に関する私の確認作業は終了となる。 

 

3. 学生自己評価から教員授と業の評価へ、さらにＦＤの結果検証へ 

 

以上の方法による授業アンケートの長所は、平均値を計算することにより学生の自己評価が

そのまま教員とその授業の評価となるため、学ぶ立場であり成績評価される学生の観点と、教

える立場である教員の観点とを、対立矛盾なく統合した授業評価数値が得られることである。

後述のように携帯電話を使ったこの方法でのアンケートは、現場で臨機応変に色々なアンケー

トをすることができるので、例えば、話し方は上手か／講義の難易度は適当か／講義の量は適

当か／分かりやすいか／今後役に立つと思うか／刺激されたか、興味が持てたか／全体の感想

を簡単に記入してください（このソフトは長文文章入力もエクセルのセルに表示可能(後述)）、

等々の項目をアンケートで問うことも自在にできる（もちろん、受講者名簿は一度授業をすれ

ば直ちに作成できる）。これらを組み合わせて様々なアンケートが実施できるが、中核に置く

べきなのは、上記の各学生による個人別自己評価点数とその平均値であると思われる。各学生

別のこの数値と、その他のデータ、例えば私の場合に毎回実施している小テストの各学生別の

年間平均点、後述のノート講評における各学生別評価、定期試験の結果、そして 終成績を比

較すれば、各学生の自己評価と成績結果の相関関係等も見えてくる。今年度 08 年度の授業から 
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は、自分に厳しい／適正に自己評価している／自己評価が甘い、といった判定を数値を示しつ
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つ各学生の携帯電話へ送信し（後述のようにメールアンケートソフトにはこの機能もある）、

フィードバックしようと考えている。（なお、小テストと定期試験は、後述のノート提出の場

合と同様に、すべてそのまま PDF ファイルにして保管し、試験本体は評価を付け、短いコメン

トとともに学生にその都度返却する方法を採っている。） 

 さて、理解度評価値は授業の水準を下げれば簡単に上がるだろう。だが、講義の結果が理解

度平均値で 5 段階 高の 1 となったとしたら、それはむしろ講義としての意味が問われる。5

段階で 3 を切ることに心がけ、それがほぼ実現できる難易度の講義を、絶対評価としては毎年

水準をできるだけ上げることを工夫しながら実施していくやり方が もよい方法であろう。 

 もちろん効果の検証方法が必要になる。これについては、数年以上にわたって定期試験点数

やノートの講評数値の平均値を出し、平均点あるいはその前後の学生答案から典型的なサンプ

ルを数枚抽出して用意し、これを年度間で比較し、例えば 10 年間に亘ってサンプル答案の水準

を評価して検証すれば明確となろう（他にもサンプル比較のさまざまな方法があろう）。デー

タを、学部、学科、専攻等の教員間で授業データとして交換共有し、適宜な規模のグループ内

で組織的にこの比較考量を相互に行えば、客観的な FD の検証として十分に機能するものとな

ろう。試験答案を PDF ファイル化しておけば、保管場所当の問題もなく、比較的簡便にこれら

のことは実施可能である。 

 

4. メールアンケートソフト<KS01> 

 

本学の講義支援システムにもアンケート機能があり、Web 上で随時に授業アンケートを行う

ことが可能であるので、一昨年、これを毎回行う授業アンケートに実際に使用してみたが、二

つの問題を解決できなかった。一つは、毎回の授業の 初と終わりとに携帯電話から Web 上の

アンケートページへアクセスさせる方式ではかなりの情報量のやりとりが必要となるため、携

帯電話使用料が嵩むという点であり、また、二つめの問題として、アンケートの内容を事前に

Web ページ上に作成しておかなくてはならず、現場の状況に合わせた臨機応変の対応が不可能

である点である。そこで、Web は使わずに携帯電話から研究室のコンピューターへメールを送

信させる方針に切り替え、07 年度秋期、10 月辺りからは、受信したメールの数値をすべて手で

コピーし、エクセルファイルにペーストした。この方式では授業の後にかなりの時間が取られ

る。2008年 2月 18日に開催された第４回 e-Learning 研究会の段階ではそのような状況下での

報告であったが、当日この報告を聞かれて興味を持っていただいた工学部非常勤講師の小林泰

介氏が私の依頼に応じてくださり、上で述べてきたような仕方で使える携帯電話等によるメー

ルアンケートソフト<KS01>を開発してくださった。使い方は簡単であり、タブ 2 やタブ 3、タ
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ブ 7 のような仕方で学生に指示して、携帯電話から本文には数値のみを 1 行に記したメールを

送らせると、P.６に示した「6/12-前回(6/5)復習分」及び「6/12-今回学習分」のような集計が

即座にできる。その際、タブ 7 のように、送信する評価項目数、つまり評価数値の列の桁数を、

その場で自由に何桁にでも設定できる。また文章入力も長文にわたって可能でありそれをエク

セルのセルに表示できる。あるいは受信したメールに対して、個別にはもちろんのこと、さら

にメールアドレスを一括出力させて一斉返信することもできる。これにより、様々のアンケー

トがその場で臨機に作成するままに即時実行できるようになり、アンケートの実践的機動力が

飛躍的に向上した。小林氏にはこの場を借りて改めて感謝申し上げたい。 

 

5. 携帯電話の活用 

 

ところで、場合によっては小学生の時期から、また平均的にもすでに中学生の時期には

携帯電話使用を通常の環境としてきた現在の大学生にとっては、携帯電話で繋がっている

ということが人間関係の基盤ともなっているという事実がある。ＩＴの中心に携帯電話を

置くことは、このような学生たちには有効であろう。携帯電話は、教員が学生とのコミュ

ニケーションに入っていくための強力、かつ、今後はおそらくはある意味で不可欠となる

かもしれないツールである。とはいえ、メールを送信すれば少なくとも教員はメールアド

レスを把握することになるから、そもそもメールを送信することに抵抗を示す学生がかな

り出ることを 初は予想していた。だが実際には、メールを送信しない学生はほぼ皆無で

あった。これには、各学生の理解度自己評価数値は成績評価に全く無関係であることを明

確に伝えてはいても、やはり送信しないと何か不安に感じるという一種の権力構造的な要

素が絡んでいるかもしれない。また同時に、携帯電話で繋がっているということから来る

ある種の帰属意識の形成は良くも悪くもかなり強いものがあったように思える。このアン

ケートを 08 年度になって<KS01>を使って実施し始めた 初は、アンケート集計の際に学

生からメールが来たことを確認する一斉返信メールを学生に送っていたが、携帯電話のメ

ールの設定等が原因でこれが届かなかった学生は、周囲の学生と違うことに不安になって、

確認のメールを送ってくることが頻繁にあった。 
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6. 問題点とその解消 

 

<KS01>にはメールアドレスを一括出力する機能があるので、メールを送信して来た学生に、

上述のように一括返信することができるが、いずれにせよ、以上のような方式でアンケートを

取る教員の側は携帯電話に関する学生の個人情報を一度に簡便に把握できることになる。その

ため、使い方によってはこれを悪用して（またはそう思われ）、セクハラ、パワハラ等のツー

ルとも化す（と思われる）、という危険性がないとは言えない。 

 この問題に関しては、根本的な解決策として、専用のサーバーを設置してそこに学生の携帯

電話からメールを送らせ、サーバーの方でランダムに一時的な ID 番号を振り、送信者の名前

もメールアドレスも匿名にしたまま、教員とメールのやりとりができるようにすればよい。こ

のサーバーの設置と稼働も、小林泰介氏に依頼して実現することができた。これを使う場合に

は、タブ10とタブ11で示しているような仕方でメールを送らせればよい。例えばタブ11では、

「先生名」は「kisaka」、パスワードは「abcd」という設定になっている。こうして多数の教員が同一

のサーバーでアンケートソフトを使うことができる。来年度は、アンケートを匿名で実施した

場合と、従来通り記名で実施した場合の両方をそれぞれ一定期間続けてみて、相違が出るかど

うか分析、検証したいと思う。 

 

7. ノート提出とそのPDF等ファイル化 → スクリーン上に投影しての講評 

 

すでに少し触れたように、以上のアンケートツールとはまた別に、情報センターにも備え付

けられているマルチコピー機を使えば、全学生の答案やノートを、原稿自動送り読み取り装置

によって一括して PDF 等のファイルにすることが簡便にできる。ノートについては試験の答案

用紙等に書かせて提出させ、PDF 等にファイル化して次回の授業時にこれを返却すればよい。

裏面に記名させることによって、一人一人の学生が録ったノートすべてを、匿名にして全学生

の前でP.９のサンプルのようなままにスクリーンを用いて示しながら次々と講評することがで

きる。 

 今年度は、４月と６月、そして 11 月にこれを行ったが、匿名とはいえ、自分のものも含めて

次々と全学生のノートをスクリーン上で見せられると、自ずと他の学生と自らのノートを比較

し、そのことだけでも、かなりの自意識の形成と自助努力へのモチベーション形成に効果は高

いようである。実際、本年度新入生の 11 月時点のノートは、４月時点よりも内容的にかなり改

善されていた。 
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8. ビデオ録画とICレコーダーによる録音 

 

  学生の自意識形成と努力を促すだけではなく、教員の側の自覚と努力も重要である。今年

度は、6 月に授業の様子をビデオに録画してそれを見ることにより自らの問題点等を検証した。

また、11 月からは講義をデジタル録音機で録音して、それを研究室で仕事中に BGM のように

流して聞く、ということを行ってみた。録画して初めて気がついたことの一つは、私はポケッ

トに手を入れて話す癖があるということであった。また録音についても、早口であったり、そ

の他、話の内容に関する癖や不十分な点等、聞き流しているだけで毎回否応なく気づかされる

ことになり、授業に関する教員の自覚とそれによる改善努力にとってかなり有効であると思わ

れる。 

以上、 初に述べたように大方の批判を仰ぎ、また共同して授業方法を深化させることを希

望したい。 
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