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開会のことば

磯 辺 武 雄
（副学長・ＦＤ委員会委員長）

 

本日は、春期末等で何かとご多忙の中、また加えてこの猛暑の中、第９回ＦＤシンポジウム開催に

あたりまして多くの方々にご参加いただきまして大変ありがとうございます。

また、本日は、第１部の基調講演として帝京大学高等教育開発センター長の土持ゲーリー法一先生

を講師にお招きいたしてございます。先生にはご多忙の中、ご講演をご快諾いただきましたことを心よ

り感謝申し上げます。土持先生のプロフィールにつきましては、後程、担当者よりご紹介があるかと思

いますので詳しくはそちらに譲りますが、先生はアメリカの高等教育研究（高等教育改革政策研究）は

もとより、こうしたご研究と関連してＦＤ研究、実践においても、今やわが国において第一人者として

精力的に活発にご活躍されておられる先生でございます。

本日のご講演の「中教審答申と主体的学びがどう授業改善につながるか」ということは、本学のＦ

Ｄ委員会のみならず、本学教員個々人にとっても、その取り組みは大きな課題の一つでもあります。こ

れまでの従来型の教育から能動的学習、いわゆるアクティブ・ラーニングの指向のお話も拝聴できるの

ではないかと思っております。

さて、本学ＦＤ委員会では、１期２年の３期６年のロードマップに基づき、各ワーキンググループ（ＷＧ）

ごとに検討課題に取り組み、その都度、各期の取り纏めた内容・提言事項の報告書を学長に提出いたし

ているところでございます。

今年度よりロードマップ最後の第３期（平成２５年度、平成２６年度）の初年度がスタートいたし

たところでございますが、各ＷＧの検討課題は本日のプログラムに記載されている内容となっておりま

す。第３期の各ＷＧの検討課題の進捗情況に関する報告等のシンポジウムは、本来ならば、例年通りで

すと来年３月ということではありますが、今回は、各ＷＧの検討課題が、本日の土持先生のご講演内容

と大変密接にリンクしておりますので、敢えてこの時期に第２部として計画させていただいた次第でご

ざいます。

本日のシンポジウムで忌憚のない活発なご議論を頂き、第

３期の各ＷＧの検討課題や本学におけるＦＤの取り組みの在

り方等について、何らかの示唆を得ることができればと願っ

ております。

　それでは本日のシンポジウムが意義あるものとなりますこ

とを祈念しまして、開催のご挨拶とさせていただきます。





3

挨　拶

山﨑　弘之
（副学長）

本日は、土持先生からアクティブ・ラーニングの方法を最も新しい情報に基づきご講演をいただき

ます。演題の「中教審答申と主体的学びがどう授業改善につながるか」は、わが国の大学教育にとり、

まさに正鵠を射たものとなっております。その神髄は新しくもあり、実に古くもある課題と理解しまし

た。そのアクティブ・ラーニングを私の感じるところを述べて、ご挨拶に代えさせていただきます。

今から、20 年以上も前 ( 平成 3 年 ) でしたか、文部省（現文部科学省）は『大学設置基準の大綱化』

を表明して、教員の区別 1 表 ( 専門科目 ) と 2 表 ( 教養科目 ) の区別を取り払い、大学 ( 学部 ) は独自の

カリキュラム編成を任されるという時代に入ったわけです。それを受けて、私は、そもそも大学はどの

ようにして出来上がったのか、ということに興味を持ち ( 自分の専門とはかけ離れますが ) 少々調べて

みることとなりました。それが小冊子『ヨーロッパの大学と日本の大学』でした。調べれば調べるほど、

まさに目から鱗が落ちるがごとき驚きの事実に遭遇しました。その一つを述べてみましょう。

大学が成立したのは ( 確かに正確なところはわからないのですが ) 中世に遡り、12 から 13 世紀に誕

生したようです。パリ ( ソルボンヌ大学 ) やイタリア ( ボローニャ大学 ) そして少々遅れてイギリス ( オッ

クスフォード大学 ) につくられました。800 年、700 年経っているのがヨーロッパの大学ということに

なります。これと比較して日本の大学ですが、高々 100 年しか経っていません。あまりの隔たりに時間

軸で議論の仕様がない、ということになります。なんとも衝撃的でした。

そもそも大学の成立は、イタリアのボローニャ大学がよくあげられますので述べてみましょう。こ

れが私見ですが、アクティブ・ラーニングに関連付けられると思うのです。このイタリアのボローニャ

大学は、なんと学生が大学を起こしたのです。『中世の大学』を書いたジャック・ヴェルジェは次のよ

うに述べています。「ボローニャでは…学生がウニヴェルスィタス ( 大学 ) を形成していたのであり、教

員は除外されていた。この事実は、学生自身が大学の機能を確保しただけではなく、教員を採用し、教

員の教育効果と規則性を、また教員の個人生活をさえ絶えず統制していたことを意味する ( 大高順雄訳

『中世の大学』みすず書房、1979 年刊 ) 49 頁」。大学の主権は学生にあったと言えましょう。学生が学

ぶために講師を募ったりしたのです。したがって、教員は学生に雇われた従業員でした。この伝統でしょ

うか、カントの時代もそして私の専門オーストリア学派経済学 (19 世紀 ) のウィーン大学においても大

学には私講師が許されて、学生から直接講師料を頂いていました。その経験、経歴から専任の大学教員

が開かれていたようです。しかし、ミーゼスという経済学者はついにウィーン大学の教員になることは

できず、米国の大学の教員になりましたが。まさに私講師はその名残です。

このことを考えると、アクティブ・ラーニングの意義は改めて取り上げる必要なことなのでしょう、

と言いたくもなりますね。アクティブ・ラーニングはご存じのとおり、教員は学生と向き合って双方向

の授業をしなければならないというのです。大学の淵源を探ると、むしろ大学教員は授業の質を学生に

公開し、自らの雇用を学生と交渉していかねばなりませんでした。これはアクティブ・ラーニングの嚆

矢ではないでしょうか。教員自らが学生と交渉、対話しなければならなかったのです。

言わずもがな、既に古代哲学者のソクラテスから対話 ( ダイアローグ ) が叫ばれましたから、ヨーロッ

パ精神はこの対話精神が継承されている、といえましょう。ジャック・ヴェルジェはむしろなぜ古代の
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アテーナイやアレクサンドロスに偉大な教師がいたのもかかわらず大学が成立せず、中世まで待たねば

ならなかったのかと。しかし、はっきりと言えることは「我々はまさに 12 － 13 世紀に誕生した最古の

大学、パリとボローニャの遺産相続人であり、後継者である。」その遺産は大学の制度であると。制度とは、

対話 ( ダイアローグ )、換言すれば教育の方法から具体化していった、大学はいわば対話が制度化され

たものと言って言い過ぎではないと思います。アクティブ・ラーニングと言えば、どこか新しく聞こえ

ますが、その起源は大学の起源に既に含意されていたことなのです。それを再度、言葉を換えて確認し

ているにすぎないのではないでしょうか。

土持先生のご著書で紹介されている FD(Faculty Development) はもう古い言葉である、現在は

ED(Educational Development) を用いておられます。先生のご講演が、いわば大学の原点に立ち返らせ

る好機を与えられるとともに、本学 FD 推進の方途となることを期待しております。
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◆講師紹介

加藤　直隆

司会：ご挨拶ありがとうございました。それでは、本日の第９回ＦＤシンポジウムの基調講演を帝京大

学高等教育開発センター長の土持ゲーリー法一先生に「中教審答申と主体的学びがどう授業改善につな

がるか」と題して、ご講演をお願いいただくということになっております。

　また、先生には、その講演を受けて第２部で各ワーキンググループの取り組みの今後の方向性につい

てのコメントをいただくということになっております。

　振り返れば、ここまで４年間、今年が５年目ですがＦＤ活動を国士舘大学もやって参りました。そし

て、その過程の中でまず本学の取り組むべきＦＤのテーマについて確定し、そしてその後ＦＤポリシー

について、３ポリシー制定に向けた議論を学内で重ね、各学部・研究科がそれぞれ、きちっとした方針

を掲げて社会に公表するというまでに至りました。そして、前回のシンポジウムにおきましては、カリ

キュラムマップを作るという形で各学部の教育の現状と目指す方向について、「見える化」をしていく

作業をいたしました。そういう作業を通して、我々がこれからどういう方向に進んでいくべきなのかと

いうことについて鳥瞰図と言いますか、羅針盤となるマップを我々は手に入れたわけです。

　本日は、主体的な学び、アクティブ・ラーニングということで、能動的な学生諸君の学習を導き出す

ためには、我々教員としてどのようなことが求められているのか。我々自身がどのように変わっていか

なければならないのか。あるいは組織として変える努力をしていかなければならないのかという点につ

いて、ご講演をいただいた後に、みんなで討論、ディスカッションしていきたいというところであります。

　それではまず、本日の土持先生の略歴をご紹介いたします。土持先生と言いますと、日本のＦＤ推進

の運動の中にあって最先端で牽引しておられる先生方の中の一人という印象を強く持っております。わ

たくしがＦＤについて磯辺委員長の下で副委員長を拝命いたしまして、日本全国の連携フォーラムとか

シンポジウムに参加する中で、常に土持先生のお顔とかご意見というものがありました。わたくしが今

から２年ほど前になりますけれども、一橋会館で土持先生となんとアカデミック・ポートフォリオの研

修会の中「ワールド・カフェ」という自由討論のセッションで、お隣に座っていろいろお話をする機会

がありました。その時、前々回シンポジウムで講演にお招きしました立命館大学の井上史子先生ともお

会いする機縁ともなりました。そして、その日本のＦＤ界を牽

引する井上先生、それから本日の土持先生、そして、あの愛媛

大学の佐藤浩章先生といった先生方を、我が国士舘大学のＦＤ

委員会は、お招きして、ここでご講演いただくことができる光

栄に浴しております。

　わたくしにとって今日は、遠足の前の日のような、あの待ち

に待った、ＦＤの土持先生の講演を聞くことができるというこ

とであります。

　先生の専門分野は、「戦後教育改革史」、「比較教育学」、それ

から、「大学教授法」という意味での「ファカルティ・ディベロッ

プメント」であります。研究テーマは、先ほども話題にいたし

ましたけれども、「ティーチング・ポートフォリオ」、「ラーニ

ング・ポートフォリオ」、「アカデミック・ポートフォリオ」を
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中心としてやられておられます。まあ大きく「授業デザイン」というものを中心に先生はやってこられ

ました。

　そして、磯辺先生とは旧知の仲でおられるということです。土持先生はこの国士舘大学の文学部の教

育学科でかつては専任講師をされていました。その後、東洋英和女学院大学（短大）へ転出され大学院

の設立にご尽力されました。米国コロンビア大学に留学され、コロンビア大学大学院ティーチャーズカ

レッジで比較国際教育学教育学博士の博士号を取得され、1990 年には東京大学で教育学博士を取得さ

れておられます。そして国立大学法人弘前大学の 21 世紀教育センターの教授を長く務められて、2011

年から帝京大学で先ほどの井上先生を副センター長にして、現在高等教育開発センター長を務められ、

帝京大学のＦＤ改革のその最先頭で推進されている方です。

　それでは、どうぞ、土持先生、よろしくお願いいたします。
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基　調　講　演

「中教審答申と主体的学びがどう授業改善につながるか」

講　師：土持　ゲーリー　法一　氏

（帝京大学　高等教育開発センター長）
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基調講演　講師

土
つち

 持
もち

　ゲ
げ ー り ー

ーリー　法
ほう

 一
いち

　氏　　　略 歴

〈おもな学歴〉

　1980 年 5 月　コロンビア大学大学院ティーチャーズ・カレッジ

　　　　　　　　比較・国際教育学専攻にて教育学博士号（Ed.D）取得

　1990 年 6 月　東京大学大学院にて教育学博士号取得

〈おもな職歴〉

　1982 年　国士舘大学文学部教育学科専任講師

　1986 年　東洋英和女学院短期大学助教授

　1989 年　東洋英和女学院大学人文学部教授

　1993 年　東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科教授

　2004 年　弘前大学 21 世紀教育センター教授・高等教育研究開発室長

　2010 年　帝京大学総合教育センター教授

　2011 年　帝京大学高等教育開発センター長・教授

　　　　　帝京大学総合教育センター長

〈専門分野〉

　戦後教育改革史

　比較教育学

　大学教授法（ファカルティ・ディベロップメント）

〈おもな著書〉

　2011 年　『ポートフォリオが日本の大学を変える～ティーチング／ラーニング／アデミック・ポート

フォリオの活用』（東信堂）

　2011 年　L. ディー・フィンク『学習経験をつくる大学教授法』（玉川大学出版部）（監訳）

　2009 年　『ラーニング・ポートフォリオ－学習改善の秘訣』（東信堂）

　2007 年　『ティーチング・ポートフォリオ－授業改善の秘訣』（東信堂）

　2006 年　『戦後日本の高等教育改革政策－「教養教育」の構築』（玉川大学出版部）

　1993 年　Education Reform in Postwar Japan :The 1946 U.S.Education Mission

（東京大学出版会）

　1991 年　『米国教育使節団の研究』（玉川大学出版部）
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土持　皆さんこんにちは。帝京大学高等教育開発センターの土持

です。本当に久しぶりに国士舘大学に来ました。わたくしがアメ

リカから帰ってきて最初に教壇に立ったのが、この国士舘大学で

す。1980 年代で、ちょうど柔道の斉藤（仁）選手が学生の頃です。

　今日は、あの当時わたくしと一緒に文学部教育学科で教鞭を

とっておられた磯辺先生が副学長をされ、時代がいかに早く変

わってきているかをつくづく感じております。

　今日の演題は、「中教審答申と主体的学びがどう皆さん方の授

業改善につながるか」ということでわたくしなりにお話をしたい

と思います。まず、ファカルティ・ディベロッパーという、あま

りお聞きにならないような言葉を紹介します。ＦＤを推進する人、

ファカルティ・ディベロップメントを推進する人をファカルティ・

ディベロッパーと呼びます。ご承知のように 2008 年に日本でＦＤが義務化されました。急にこのファ

カルティ・ディベロップメントが世の中に出まして、皆さん方には、「ファカルティ・ディベロップっ

て何？」、一時は「フロッピーディスクじゃないの」と言われるぐらい馴染みがなかったわけです。やっ

と、ファカルティ・ディベロップメントは何だというのが少し分かってきたように思っています。

　ファカルティ・ディベロップメントは、国が義務化したのですが、すでに、この言葉はもう「死語」

なのです。もう北米などでは使われていません。なぜ、わたくしがファカルティ・ディベロッパーを使っ

ているのかといいますと、国がＦＤを義務化したのでほかの言葉を使ってもインパクトがないため、仕

方なく使っているのです。

　もちろんアメリカやカナダの北米では、ファカルティ・ディベロップメントというのは最初にスター

トした国ですからあるにはあるのですが、今はファカルティ・ディベロップメントを超えているのです。

このことについては、わたくしたちは『ファカルティ・ディベロップメントを超えて』というタイトル

で、東北大学から共同研究の共著を出していますが、すでに世の中はファカルティ・ディベロップメン

トからエデュケーショナル・ディベロップメントになっているのです。

　前置きになりますが、ファカルティというのは教員です。教員を授業改善してより良いものに進めて

いくというのがファカルティです。教壇に立って授業していて、先生だけが改善されれば問題解決です

か？ということを考えてもらいたいのです。しかし、世の中は甘くはないです。特に、学生の多様化、

学力低下、いろんな諸々の問題が起こって来ますと、先生だけがどんなに頑張ってもできないところが

あると思います。

　そこで登場してきたのが、アメリカ、カナダにおける「エデュケーショナル・ディベロップメント」です。

エデュケーショナル・ディベロップメントの一番に現れるのは、もちろんファカルティです。しかし、ファ

カルティだけがエデュケーションになるのではありません。その中には教員も職員もいるし、何よりも

学生がいるということです。その学生を取り巻くことが主体的学びにつながるわけです。こうするには

名称をファカルティ・ディベロップメントからエデュケーショナル・ディベロップメントに変えなけれ

ばいけないのです。もし、国がわたくしに一言相談してくださったら「ちょっと時代遅れですよ」と助

言したのですが、2008 年にはＦＤが義務化されたので、わたくしは仕方なくファカルティ・ディベロッ

パーという名称を使っているのです。しかし、これはもうアメリカでは通用しません。ですからわたく

しはアメリカにいるときは、エデュケーショナル・ディベロッパーを使っており、ファカルティをどう

しても使いたい時は、ファカルティ・コンサルタントという言葉を使うのです。ですから、スタート段
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階から日本は問題は多いのです。

　本日は中教審の話をしますが、中教審も本当に分かって答申しているかどうか、いささか疑問ですし、

問題にしなければいけないのです。また、パラダイムシフトの話をしますが、もう大きなパラダイム転

換が行われているので、ＦＤという言葉さえももう時代錯誤なのです。そう意味では、すごいスピード

でわたくしたちの取り巻く教育環境が進んでいるということなのです。もうぐずぐずしていたら大変な

ことになるのです。

　大変幸運なことに、帝京大学は極めてトップダウンで、すぐ決まるのです。理事長と学長が会ったら

すぐ決まってしまうのです。わたくしをはじめ、エデュケーショナル・ディベロップメントを推進する

高等教育開発センターの者にとっては非常にやりやすいところがあります。ですから、そういう意味で

今日は、いろんなところを批判的に見ていこうと思います。従来の考えをとにかく覆すことです。

　わたくしはコロンビア大学卒業です。コロンビア大学の学長は、総長です。歴代の総長は、新入生を

迎えて最初の挨拶にいつも使っている言葉があったのです。それは何かというと、学生に「定説を覆し

なさい」と教えていたのです。日本なら多分「定説、原理を覚えなさい」ということでしょうか。大学は、

定説、原理というのは一度学んだことを覆して、また大学としての考えを気付かせるというのが、大学

の使命なのです。ですから、そういう意味では今日は非常に批判的に講演をいたします。

　先の中教審答申は、昨年８月 28 日に出たばかりで今大きく動いています。これから 10 年先までこれ

に我々は随分縛られていくと思います。国の答申、教育政策というのは非常に抽象的です。「生涯学び

続け、主体的に考える力を育成する大学へ」という副題のとおり、まず大学教育の質的転換を行いましょ

うというのがこのタイトルから思い浮かびます。なぜ、こういうタイトルかというと、将来を予測でき

ない不透明な時代において、大学は本当に決まったことだけ教えていていいのかどうかということが、

今問題になっているのです。

　ちょうど福島原発を境に、巷では「想定外」という言葉が非常に聞かれるようになりました。大学と

いうのは、特に保守的なところがあり、想定内で全てやっているところがあるのです。この「想定外」

という言葉が今非常に求められているのです。大学は、もともと想定外のこと、先ほどのコロンビア大

学の総長の話をしましたが、定説を覆す、そういう想定外のことにいかに我々が学生を巻き込み、チャ

レンジさせていくことができるか。そのためにはどうするかということが２番目に書いてあります。

　要するに、従来のこの学習の「習」から「修」に変わったのです。ですから、教育関連の部署の資料

にもまだ「習」を使ってありますが、昨年の８月の審議答申から、教育に関連しては「習」から「修」

に徹底しているのです。

　「習」の学習の場合は、学生が学習してきなさい、予習・復習してきなさいでよかったのです。しかし、

「修」の学修を使った場合は、学生が事前、事後、準備学習をしてきたものを自分の授業の中に取り込

まなければいけないのです。ですから、ただ、学生が学習するだけではなくて、それを元に授業を組み

立てていくということが言われてきたのです。ホームページを見ていただければ、中教審の答申が図表

化されていますので確認してください。

　ところで、「主体的学び」というのは面白いですね。わたくしが顧問している「主体的学び研究所」

というのがあります。これは偶然でしょうか？偶然じゃないです。要するに８月の中教審答申で主体的

に考えるということを示し、11 月にできた主体的学び研究所でいかに主体的に学生の学びをつなげさ

せるかというのが、ここでのわたくしの仕事です。学生に主体的学びをやりなさいと言っても、今の学

生は絶対と言っていいほどやりません。国士舘の学生と帝京の学生は、事情はわかりませんが、どの学

生でもやらないです。大事なことは、主体的学びにつなげるということが大事なのです。
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　「学習」から「学修」へという言葉においてさえもパラダイムシフトが行われているということです。

要するに、この「修」は学修時間を確保するということです。そのためには学生に準備学習を徹底する

ように、いろいろ課題を出していますが、学生は、ほとんどやってきません。これは、やれないです。

なぜかというと学生の履修科目等の拘束時間をみると予習をやれる時間がないです。12 コマ、13 コマ

取って、寝る時間もないはずです。それにアルバイトや部活をしてたらほとんど課題をやる時間はない

です。

　このアイデアというのはアメリカから来ているのです。アメリカの学生は、最高４コマしか取れませ

ん。４コマ取る人は、指導教官の許可がいるのです。そういう状況で作ってあるので、10 コマ以上の

学生に、これを履修させても無理があります。

　しかも日本の学生の最大の特徴はアルバイトです。わたくしは企業に不満があります。企業が採用選

考で最も重視するのは、コミュニケーション能力といっているのです。大学の教員を軽視しています。「先

生、コミュニケーション能力が就活の時に一番大事なのです。だから私はアルバイトするのです」。こ

ういっているわけです。皆さんなら何と反論しますか？

　ですからわたくしは、「大学に来ないでアルバイトしたら」。学生は、「でも大学卒業でないと箔が付

きません」。でも、そういう時代はもう終わったのです。したがって、学生がそういう準備学習に使う

時間というのがもう物理的に非常に難しくなってきているということなのです。

　そこで、これからはアクティブ・ラーニングという、もう少し学生を巻き込んだ授業としての主体的

学びをやるのです。先生が教壇に立って教えるのは遠い昔の話です。これから皆さんに嫌な話をいいま

しょう。

　今、欧米ではどういうことがいわれているか。「先生が何を教えたかは問わない」といっているわけ

です。先生は何をするのですか？「学生が何を学んだか問われる」のです。これはアカウンタビリティー

なのです。だから先生がどんなに一生懸命教えても学生が何も学ばなかったら意味がないのです。先生

は何も教えなくても学生がきちんと学んでくれたらいいとなるのです。つまりは、われわれ私立大学の

ように多くの学生を抱えている先生は、エネルギーが２倍、３倍も必要とするのです。教えるだけでは

なく、教えたことを、どう学生が学んだかです。わたくしの教えた学生はＳをたくさん取りました。Ａ

をたくさん取りましたは、今はだめなのです。教えたこと、学生が学んだことをエビデンスで持って来

なさいとなるのです。学生が何を学んだかというのを証拠づけて証明しなさいとなっているから、世の

中は非常にわれわれ教員にとって従来のやり方からすると非常にやりにくい世の中になってきたわけで

す。

　スクリーンに「浅い学び」から「深い学び」と表示されています。これは、わたくしたちは学生に知

識を授けているわけですが、その知識を知識だけに留めないで、それを知恵としなさい、深い学びとし

なさい、といっているのです。要するに知識だけでは意味がないということです。知識を関連付けると

いうことです。過去に学んだこと、別に学んだこと、社会で学んだこと、アルバイトで学んだことと関

連付けることによってその知識が知恵となって深い学びにつながるという考えです。関連付けるという

ことです。今の学生は非常に嫌がるのです。

　次に、ポートフォリオの話をします。ポートフォリオというのは、学生はものすごく嫌います。なぜ

嫌うかというと、15 回の授業を関連付けなければいけないからです。今の学生の特徴は、単元ごとに

勝負かけるとすごく良い成績をとります。単元が終わった直後に試験をやると良い成績をとります。と

ころが、全部をまとめなさいというと訳が分からない。関連づけることはものすごく苦手です。それは

トレーニングされていないからです。ですから、そういう関連付けというのは非常に大事であって、そ
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ういうことが実は深い学びにつながっているのだということです。そうするためには単に学びっぱなし

ではなくて自分から学び、学んだことが先生の授業ともつながってくるということです。学んだことを

全然無駄にしないのです。ですから、そういう学修したことが、事前の準備、事後の展開ということと

関わって初めて大学生となるのです。

　実は、これが単位制の始まりなのです。わたくしの専門は戦後教育史で、国士舘大学で教鞭を執って

いる時に、特に戦後大学の研究させてもらっていました。わたくしの専門は、戦後大学の中でも一般教

育と、もう今はなくなりましたが一般教育と単位制です。これがわたくしの研究分野です。新制大学が

生まれて 1949 年に単位制を取っているわけですが、単位制というのはまさしくこの「学修」という文

字を使ってのみ意味があります。わたくしは、もう 20 年以上もこの研究をやっているので、いつもわ

たくしの論文を書く時はこの字を使ってきました。そうすると印刷会社や編集者は、「先生、誤字ですよ」

といって「学習」にずっと直してきたのです。そのたびに違う「学修」だと、一生懸命説明したのです

けどわからなかったです。ところが、昨年から堂々とわたくしの時代が、やっと 20 年ぶりに来たのです。

　ようやく、この「修」というのになったわけですが、いま考えれば当たり前のことです。日本がもし

単位制というのを本当に取っているのであれば、この字でなければいけないのです。単位制を取ってい

ながら学習という「習」を使ってきたところに、本当に単位制というのをわかっていたのかなというこ

とです。単位制の意味は誰も分かっていません。皆さん、本当に分かっていますか？単位制への出発点

は誰も分からなかったのです。なぜなら、戦前は単位制そのものがなかったのだから。単位制を導入す

るといったら、当時の日本のリーダー、特に東京大学の偉い教授の先生方の集まった委員会が、単位制

はだめだと言ったのです。その理由が皆さん、聞きたいですか？単位制では人間形成、人格養成ができ

ないと言ったのです。だから、当時の日本のトップのリーダーの人というのは、単位制というのはそ

のくらいの認識しかなかったのです。1949 年から、こういう単位制をずっと引きずって来ているので、

問題は、根が相当深いのです。われわれが単位制と言っているのは本当に単位制ですか？ 124 の単位を

取ったら卒業できますか？卒業できません。４年間据え置きなのです。ですから日本は非常にユニーク

な国です。単位制と言いながら学年制も敷いているのです。日本の大学は単位制ではありません。「単

位制・学年制」です。ですから、いろいろ問題が出てくるのです。

　次に、アクティブ・ラーニングという言葉はもう日本でも頻繁に聞きますが、これは日本では主体的

学びとか、能動的学びということをアクティブ・ラーニングといい、歴史は古く 1991 年ごろからアメ

リカでは使われていたのです。大体こういうＦＤ関連とか高等教育関連というのは、10 年ぐらい遅れ

て日本に来るのですが、非常に最近注目されていますけども、1991 年ごろはアメリカで注目されました。

その提唱者の一人が南フロリダ大学のジェームス・アイソン先生です。実は、わたくしは在外研究で、

南フロリダ大学に行って、『新制大学の誕生』という本を書いていますが、その南フロリダ大学に７カ

月間滞在した時に、知り合った人です。当時、わたくしは全然ＦＤとは関係ないことをやっていて、こ

の人はＦＤの第一人者だったのです。わたくしに「ＦＤやるか」というから、「ＦＤって何？　フロッピー

ディスク？」なんていうぐらい全然関心はなかったです。それからもう何年かしてからＦＤを始めて、「あ

あ、あの時教えてもらったのはこういうことだったのだ」と、思い出したわけです。

　スクリーンの写真がジェームス・アイソン教授です。今年の５月にフロリダのタンパで一緒にスペイ

ン料理を食べた時のもので、本当に懐かしかったです。この主体的学び研究所の出張で、彼にアクティ

ブ・ラーニングの話をたくさん聞いてきました。その記事は主体的学び研究所のホームページに詳しく

出ております。これが彼と彼の同僚が書いた『アクティブ・ラーニング』という本です。この本がアメ

リカでのアクティブ・ラーニングの出発点となったのです。
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　その上がアイソンと彼の仲間のボンウェルという人の説明です。読み書きや議論、発表、実施といっ

た「能動的学習経験」と、フィードバックされた課題を精査することなどを通して、自身の学習過程を

振り返る「省察的学習経験」の双方を含む学習活動を能動的学習と定義づけました。要するに、学習、

能動的学習というのにはこの二つがあるということです。わたくしたちはどうしてもアクティブ・ラー

ニングという言葉から能動的学習、アクティブ・ラーニングというのは何かアクティブをさせることが

アクティブ・ラーニングだと考えがちです。わたくしもずっとそう考えていました。ですからアクティ

ブ・ラーニングというと、最初にパッとひらめくのは、グループ学習です。グループプロジェクトです。

学生に動かして何か考えるということが一般的なものです。

　ところが、アクティブ・ラーニングで、当時はそうだったかもしれないです。でも、今アクティブ・

ラーニングで最も注目されてきているのは、この後半の部分、「省察的学習経験」、これもアクティブ・

ラーニングです。要するに「振り返る」ことも実はとても大事なアクティブ・ラーニングで、非常に今

強調されているのです。わたくしが監訳した『学習経験をつくる大学授業法』という玉川大学出版部か

ら2011年に出版した本に基づいて、今年の６月、大学教育学会第35回全国大会が東北大学でありました。

その時の基調講演をフィンク先生に行ってもらったのですが、その発表の中で、この「省察的学習」は

どういうふうにしてテクニックが身に付けられるかというところに二つ挙げられたのです。ラーニング・

ポートフォリオ、学習ポートフォリオということと、ジャーナルです。日本ではまだ一般的ではないの

で「学習日誌」というふうにわたくしは訳していますが、この二つを通して振り返ることが重要だいう

ことです。要するにラーニング・ポートフォリオやジャーナルによる振り返り、リフレクション、省察

が重要な能動的学習を促すのだということです。能動的な学習というのは、教室の中でポートフォリオ

を書かせたりジャーナルを書かせたり、その自分の学習プロセス、学習過程を振り返らせる、この行為

が能動的学習だと言っているのです。これを分かりやすく図表にしたのが次のページです。能動的学習

ということで、ここの部分で学習プロセス。ここで日誌というのはジャーナルのことです。これは東北

大学の雑誌から取ったものを、そのまま使わせていただきましたが、こういう省察部分が大事だという

ことをフィンク先生は強調していました。

　学修ポートフォリオと中教審ではこの「修」を使っています。「習」ではないです。先ほど国士舘大
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学の分科会があるので見ましたけれど、学習は「習」になっていましたが、これは時代を感じさせます。

「習」と「修」はどう違うか。なかなか皆さん区別が付かないです。わたくし自身区別が付かない。こ

れはわたくしの独自の考えですけど、「習」は学習、学生が一人で勉強するということです。一方、「修」

は、学生が勉強したことが授業と関連付けること。教員と関連付けられるということです。ですからこ

こでいう学修ポートフォリオというのは、授業の一環に組み込まれているのだというふうに考えていた

だいたら分かりやすいというふうにわたくし自身は考えています。

　ポートフォリオというのは要するに、振り返りを重視しますから、どちらかというと形成的な側面に

注目が集まるのです。先生方はあまり形成的なところは関心なく、要するに成績を付けないといけない

から、総括的な評価、要するに最後の評価というのが非常に重要になるし、ここが大事です。従って学

生も総括的評価に目が行くのです。総括的評価というのは偶然の産物です。大事なことは、この形成的

評価です。どういうプロセスを経てこの人がこの結論に至ったのかが大事です。ここの形成的評価とい

うのはなかなか重視できない。なぜかと言えば、評価が分かれるから。しかし、本当の教育というのは、

形成的評価ということがとても大事になってきます。

　そういうことから、中教審のいう学修ポートフォリオというのは、学生がそういういろいろな学習プ

ロセスで集めたものをファイルするのだといっているわけです。これは、わたくしがやっているのとは

違うのです。卒業ポートフォリオというのが今アメリカで注目されています。もう日本でも10年先には、

わたくしの想像ですけど日本では卒業論文はなくなります。卒業論文の代わりに卒業ポートフォリオと

いうのができると思います。これは非常に素晴らしいですね。なぜなら、学生を４年間巻き込むのです。

4 年間ずっと卒業ポートフォリオを書かなければいけないのです。入学した時から卒業ポートフォリオ

をファイルさせるのです。ところが卒業論文は、テーマに沿って 3 年、4 年の短期で、しかも研究の側

面にだけに光を当てているわけです。しかし、大事なことは、4 年間どういうプロセスを見てきたのか。

もっと言えば、学生が 124 単位で卒業するわけですが先生方の単位が、仮に 2 単位であれば、それはほ

んのその中の 124 分の 2 のごく一部です。だから全体で学生がどういう学びをしてきているのか。そし

て、その学びが先生の授業とどう関連づけているのか。それがカリキュラム・マップであるし、カリキュ

ラム・ツリーでなければいけないわけです。

　ところが日本は面白いです。どこの大学でもそうですが、先生があってカリキュラムがあるのです。

わたくしは帝京大学に弘前大学から異動した時、何ていわれたか。「先生、どの科目が担当できますか？」

とこう言われた。これはおかしいです。これは、学生を全く無視しているわけです。カリキュラム内容

を無視しています。先生が教えられることを優先的にやっているわけです。そうではなくて本当は、カ

リキュラムがあって先生がいなければいけないと思いませんか？文部科学省はいつも大学設置審の時は

指摘するわけです。「先生あってのカリキュラムじゃないでしょ。カリキュラムあっての先生でしょ」と、

文部科学省（旧文部省）はそういいながら、マル合教授を決めるわけです。「カリキュラムあっての先

生でしょ」とダメだしされて帰ってくるわけです。今度は「カリキュラムあっての先生」を持って行け

ば、「この先生はマル合教授じゃないから通らないですよ」とこういっているわけです。そうすると私

立大学は、設置を認めて欲しいから、まずマル合教授を持ってきて、その先生でカリキュラムを組んで

くるわけです。そうすると、ぎくしゃくすると思いませんか？それで良い教育ができますか？というこ

とです。

　次は、ラーニング・ポートフォリオです。ラーニング・ポートフォリオというのは「振り返り」のこ

とです。これから紹介するラーニング・ポートフォリオは、わたくしもやっています。来週学生はポー

トフォリオを出さなきゃいけないので大変です。わたくしは、３科目教えているのですが、３科目全部
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ラーニング・ポートフォリオです。これは大変です。今年の４月からわたくしは「帝京学」という授業

を作ったのです。わたくしは弘前大学にいる時、「津軽学」という授業を作って大ヒットしました。こ

れは本にもなりました。「帝京学」を作ってくれと誰から言われたわけではなくて、わたくしは「帝京

学」がこれから必要だということで作ったのです。全く「帝京学」と「津軽学」は違うのです。「津軽学」

というのは津軽の歴史、文化を網羅し 15 回で行ったものです。「帝京学」というのは、とにかく学生が

八王子キャンパスに入ってきます。例えば経済学部に入学した学生は、経済学部のことは知っているけ

ど文学部、教育学部、何も知らない。これで大学生と言えるかということです。これで、124 単位取っ

て帝京大学の学士号をもらったと言えるのかというのは問題です。

　そこで「帝京学」というのは、それぞれの学部・学科の先生に来てもらって、自分の学部・学科のディ

プロマポリシーに沿って話をしてもらっているのです。１年生、限定です。これは学生にとってはちょっ

と大変です。今の学生は、先ほど言いましたように、単元ごとに覚えるのはいいのです。単元ごとでは

なくてこれは大きく学部ごとに来るわけです。多分学生はパニック状態だと思います。そこで今、ポー

トフォリオを書かそうとしているのです。もう頭がすごく混乱しています。しかし、わたくしのポート

フォリオを家に持ち帰って、両親と相談して書きなさいと言っているわけですから、そういう点では、

悪かったら両親の責任にするかもしれません。ゲーリー先生のクラスは親も巻き込む、地域も巻き込む

という授業展開をしているわけです。

　このポートフォリオというのは要するに、そういうものを関連付ける、つなげるということなのです。

皆さん方は、これをいうと難しいと言います。そんなことはできない。本当にポートフォリオを導入す

るなら、わたくしの授業は 60 人を上限で、60 人以上は無理です。毎回リフレクションシートを書いて

翌週返さなければいけないから、もう 60 人が限度です。大体今まですべて成功してきたのです。去年

４月読売新聞が、わたくしの授業はこんなに面白いというので取材に来ました。その時、わたくしの授

業に 80 人いたのです。次の週も、２週続けて取材したのです。そうしたら次の日が 30 人しかいないで

す。「３回も来たらもういないかもしれません」とわたくしは言ったのですが、とにかく学生がドンド

ン抜けるわけです。もう大体 60 人、70 人いてもあまり心配ない。最終的には 2、30 人で終わるのです。

ところが今年は、どういうわけか抜けないです。いろいろ考えてみたら、今まで週３回やっていたのが、

３回同じ科目をやっていたのが１回しかやらなくなり、ちょっと学生がほかのところに行けないから、

もう頑張っているのかもしれません。これも、学生にポートフォリオを書かせるのです。だから、苦し

んでいます。

　ポートフォリオに戻って、この第一人者は、ジョン・ズビザレタ。舌をかむような名前ですので、わ

たくしは彼のことをプロフェッサー Z と呼んでいます。この先生を、実は弘前大学に招聘したのです。

日本では初めてです。

　ラーニング・ポートフォリオというのは、三つの要素からなっているということです。一つは、「省察」、

リフレクション。二つは、「共同作業」、メンタリング。コラボレーション、メンタリング。そして三つ

は、「証拠資料」、ドキュメンテーション。この三つがラーニング・ポートフォリオのエッセンスなので

す。これを図表（61 頁上図）で示すとこうなります。リフレクションだけでも、振り返りだけでも深

い学びにはつながるのです。ドキュメンテーションは、何か書いて残すだけでも学びにつながると思い

ます。友達同士でグループを作って話し合う、メンタリングしても学びは起こるのです。ここの部分が

ディープ・ラーニングというのです。深い学びと言います。よく今聞きますね。深い学びとはこの三つ

が重なり合うのがポイントです。これがしっかりと学生の頭にフックされているのです。

　アクティブ・ラーニングというのはどれほど効果的かということをこれから説明します。アクティブ・
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ラーニングは能動的学習とか、主体的学びとか、は抽象的です。アクティブ・ラーニングって一体何だ

ということを自分で定義づけなければいけません。わたくしの授業では能動的学習をやります。主体的

学びをやります。アクティブ・ラーニングというのはこれですと言ってあげると学生は非常にはっきり

しますし、枠を決めてあるから、何よりも採点の時に楽です。

　その時非常にびっくりしたのは、フィンク先生を帝京大学が招聘したのです。日本で初めてです。去年、

先生の招聘の反響があり、今年の６月は大学教育学会の基調講演をするという運びになったのです。第

一人者の方が帝京大学に来られた時、アクティブ・ラーニングは「スチューデント・エンゲージメント」

だとおっしゃったのです。もちろん日本語で訳すこともいいですけども、スチューデント・エンゲージ

メントはいろいろな解釈があると思いますが、「学生を巻き込む」ということです。昔はスチューデント・

エンゲージメントをスチューデント・インボルブメントと呼んでいたのです。巻き込むということです。

でも今は、エンゲージするということは、「関連付ける」ということです。学生自身がやっていること、

学んだことを関連付ける、エンゲージするということです。

　アクティブ・ラーニング、TBL。国士舘大学では PBL をやっていますが、PBL も TBL もそう変わ

らないと思います。こういうチーム・ベースド・ラーニング、TBL のところではこのアクティブ・ラー

ニングは非常に大事です。TBL、チーム・ベースド・ラーニングで大事なことは、チームをどういう

ふうに作るかということが大事です。

　フィンク先生が紹介されたのは、アクティブ・ラーニングがいかに効果的であるかというその実証的

研究を証明されたのですが、その時題材に使われたのが、アメリカのノーベル物理学賞受賞者のカール・

ワイマン博士です。この物理学の授業に関する実証的研究を報告したのが 2011 年５月の雑誌『サイエ

ンス』に『Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class』という論文が載っています。関

心のある人はこの論文を探してもらえば。図書館にあるかもしれないです。

　これは研究成果をまとめたもので、フィンク先生は英語で書いてあったものを、わたくしがそれを日

本語に訳したものをご紹介します。どういう研究をやったかというと、物理学を学ぶ同じようなレベル

の学生 250 人ずつ、二つのクラスを作りました。一人の教員が数週間同じ講義を行った後、別のグルー

プだけにワイマン博士の研究指導を受けたポスドクが、アクティブ・ラーニングを取り入れました。片

方のクラスだけです。もう片方はそのままです。そしてそこでグループ学習とか、あるいは問題解決と

か、素早いフィードバックを行ったのです。その一つはアクティブ・ラーニングを入れたところ、一つ

は入れないところを比べてみたわけです。そうしたら結果としてこういう結果が出ました。

　アクティブ・ラーニングを取り入れたクラスでは、学生の出席率が 57 から 75％に増加しました。こ

れは納得です。学生は動くのが好きだから、アクティブ・ラーニングのほうへ行くと思います。これは

あまり驚くに値しない数字です。当然のことながらスチューデント・エンゲージメント。なぜなら出席

率もいいわけですからスチューデント・エンゲージメントも 45 から 85％まで伸びます。最も顕著なこ

とは、学生の学びが伸びたということです。出席率とか学生の関与とか、そういうのが伸びるというの

はアクティブ・ラーニングだから、まあ納得で想定内です。学習成果が伸びたということです。アクティ

ブ・ラーニング、すなわち学習者中心に教授法を取り入れれば、素晴らしい成果があるというデータです。

　これがデータで論文のコピーです。この黒の棒グラフがそのアクティブ・ラーニングを導入したグルー

プで、普通のクラス。そこで、成績を見たら 11。ダントツです。すべて高いです。要するにアクティ

ブ・ラーニングを導入したところの学生の成績とそうでないところ、これわかりますか？ここ、すごい

でしょ。この図表で最も注目すべきは 12 です。これはフィンク先生がそうおっしゃった。「え、なんで

12 ？ 11 のほうがスコアは高いじゃないか」と。皆さん、12 なのです。これは絶対 12 なのです。なぜ



17

12 か。普通の何もしなかった。アクティブ・ラーニングしなかったのに、わかりますか？　

　皆さん、フィンク先生は何に注目したのだと思いますか？当然 11 のほうが顕著ですよ。なぜ 12 がす

ごいのですか？何だと思いますか？これがアクティブ・ラーニングの良さだと言っているのです。誰か

想像してみませんか？わたくしの質問はわかりますか？

　これから、わたくしは今から皆さん方に、学生にわたくしがやっているゲーリーメゾットを使います。

隣同士で今の質問について議論してください。質問は、なぜ 12 のここのところが特に大事なのかとい

うことです。ここがアクティブ・ラーニングのポイントだということを考えてください。皆さん、隣同

士でちょっと大きな声で出し合って、１分間話し合ってください。そして１分間話し合ったら今度はグ

ループで手を挙げてください。手を挙げて、「わたくしたちのグループではこういう意見が出ました」

ということをほかの人に共有してください。これが皆さん方が授業に戻って学生から質問を促す方法で

す。これは絶対成功するのです。学生は一人では手を挙げない。失敗すると恥ずかしいから。でもグルー

プで討論して手を挙げたら、恥ずかしくないです。なぜなら、責任の所在が曖昧だから。はい、どうぞ、

１分間ですよ。

　特に顕著なのは、アクティブ・ラーニングをしなかったグループと比べて、この 12 というのが何な

のかということなのです。

　もし、もうちょっと 13 とかやるとどうなるか。

回答者１　わたくしが考えたのは、アクティブ・ラーニング、つまり学生に学修させる。学習というの

は今の「習」じゃなくて「修」のほうをさせると、議論の中でポテンシャルが平均以上に上がる。つま

りマキシマムが出てくるということじゃないですか。

土持　拍手はないですか、想定外の答えですね（笑）。想定外。わたくしもこれからそれを使おう。こ

れはいい。なるほどね。マキシマム。マキシマムが出るということですね。いいですね。ほかに、チャ

レンジはない？答えは合っています。合っていますけど、ただわたくしの説明しようと思ったこととは

ちょっと違うというだけであって、方向性は正しいですよ。
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回答者２　すいません、ちょっとわからないです。

土持　ちょっとわからない？振られると思わなかった？はい、どうぞ。

回答者３　12 がすごいということですよね。

土持　そうそうそう。11 のほうがもっと高いのになんで 12 をわたくしが特にここではポイントなのか

ということですよ。12 は 11 よりは低いですよね。でも 12 がすごいと言っている。なぜすごいかとい

うことを想像できますかという質問です。

回答者３　いや、さっきから考えているのですが・・・。

土持　さっきから考えている？わからない？誰か分かる人いる？

　これがアクティブ・ラーニングをやる上での非常に大事なところです。いいですか。まあ一人発表し

てもらったから、ありがとうございます。答えは、12 は授業でやらなかった問題が出たのです。授業

で一切タッチしなかったんです。アクティブ・ラーニングをやると、自分で考えるんです。主体的に

考える中教審はここです。要するに、11 までは教わったことです。12 は全然教わらないことなのです。

これは必ずアメリカの大学では試験問題に１問は出すのです。やらなかったことを出すんです。できな

くて当たり前です。ところが学生はこれをめちゃくちゃやりたがるんです。日本とは全く逆です。日本

だったら全然そんなこと習わなかった。シラバスに書いてなかった。だからわたくしができないのは当

たり前だと開き直るのです。そうではなくて、やらなかったことに対していろんなことを関連付けて、

いろんな学んだこととかいろんなことを総合的に関連付けて、自分である程度推測するのです。これが

12 の意味するところです。

　このたびの、アメリカの大学のフィンク先生の説明で、月水金と今授業をやっていますけど、月曜と

水曜日は講義をやって、そして金曜日はもうまったく授業をしない。今日ここではやらないですが、今

アメリカで注目しているのは北米や欧米もそうですけれども、注目されている授業があるのです。皆さ

ん。それはどういう授業かというと、フリップトクラスルーム（Flipped Classroom）。聞いたことあり

ますか？日本語ではなかなか、まあ元々ないからね。わたくしは、「反転授業」と訳しているのです。フリッ

プトクラス、または、ハイブリッド・ラーニングとか。去年シアトルでＦＤ関連の大会がありました。

ハイブリッド・ラーニングって何だ。ハイブリッドって日本の車の話かと思ったら、そうではない、ハ

イブリッドというのがあるのです。ハイブリッドもフリップトクラスも同じものなのですが、フリップ

トクラスルームというのは反転授業と言われるように、従来授業でやっていたことを授業外でやること

です。学生は授業でやることは事前に調べてきて、それに基づいて、学生と教員の討論になるわけです。

ですから、非常に有効に時間が使われている。まさしく「学修」です。

　学習ピラミッドというのは、わたくしもここで紹介していますけれども、国士舘大学の分科会でも学

習ピラミッドは先ほどちょっと見させてもらいましたが出てきています。ですから、皆さん方、分科会

でもそういう話が出るかなというふうに思います。実は帝京大学に SCOT というのがあります。これ

は帝京大学のホームページを見てもらうとわかると思いますが、日本で初めてです。２年くらい前から

導入しています。SCOT というのは Students Consulting on Teaching の頭文字を取って SCOT です。

これはどういうことかというと、学生による授業コンサルティングです。帝京は進んでいます、ＦＤの

部門ではね。

　それはどういうことかというと、SCOT はトレーニングを受けなければいけないのですが、厳しいト

レーニングを受けた学部の学生がコンサルタントとなって先生の授業に潜るのです。そのあとで、先生

の授業をオブザベーションレポートで報告するのです。学生は絶対評価できませんから、希望する先生

のところに行って授業を後ろから学生が見て、そして報告書を先生に提供するのです。そうすると先生
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は気付かないことがいっぱいあるわけです。分かりやすくいうと板書に何分使った。講義に何分使った。

学生との討論に何分使った。ここの通路はどの通路を通ってどこで終わったか。わたくしはこっちの通

路しか行ってないでしょ。この SCOT から絶対言われるのです。向こうの学生がなかなか集中力を高

められない。それは先生がこっちばっかり歩くからだ、こっちを歩かないからだ、とこう言われるわけ

です。SCOT というのはそういうことをレポートにしてくれます。

　去年の報告書の中に学生ＦＤということを紹介されています。岡山大学のＦＤとか、立命館大学のＦ

Ｄとかやっていますけれど、帝京大学のはそれとは完全に違います。うちは SCOT という、学生がコ

ンサルタントになるのです。これは 25 人から 30 人ぐらいの研修を受けた中からわずか６人しか学校が

認定しない。しかも夜は６時半から８時まで残って研修を受けるわけですから、まあジュニア・ファカ

ルティ・ディベロッパーみたいなものです。でも、最近は、応募してくる学生はなくなりました。ニン

ジンで釣ってもなかなか最近の学生はニンジンが嫌いで困っているのです。コンサルタントですから１

回コンサルティングすれば 3000 円もらえるのです。ただレポート書かければいけません。今の学生は

レポートを書くのは、自分のタイトルのレポートだけで精いっぱいなのに、先生のレポートなんか書け

ないというか大変です。

　わたくしたちが今考えているのは、その研修で単位もあげてもいいのでは、とにかくいい SCOT 研

修生、それをリクルートしようということです。これはアメリカでもユタ州だけしかやっていません。

これをたまたま、わたくしがユタ州での学会の時に見聞きしたものを教育学術新聞で紹介して、うちの

理事長、学長に「アメリカでこういうのがあるんですよ。これからはスチューデント・エンゲージメン

トとか学生を巻き込むにはやはりこういう学生パワーを使ったほうがいいのではないですか」といって、

ちょっとした報告のつもりだったのが。そうしたら「やりましょう」といって、すぐスタートですよ。

だからすごいのです。帝京大学のＦＤは、わたくしは、関東では一番進んでいると思いますね。スター

トしたのはわずか３年前です。もうすごい勢いです。これはやはり非常にニーズに合っているのです。

SCOT にしろ、それとかいろんなこともニーズに合っているから、非常に先生方も関心を持って協力し

てくれているのです。だからそういう意味では非常にいいです。

　何よりも、帝京大学が成功しているのは、ＦＤをファカルティ・ディベロップメントと訳してないこ

とです。何と訳しているか。帝京大学のＦＤは、「フード＆ドリンク」です（笑）。笑い事じゃなくて、

もうこれはこれからずっとそうです。徹底しているのですよ、どんな会合があっても昼間だったらお酒

は出ませんが、簡単なサンドウィッチとかコーヒー、紅茶は出ますよ。学生の SCOT の研修の時も出

ます。このくらいの予算は安いものですよ。先生方は、食べると態度が変わるのだから（笑）。これに

おいしいワインでも出してごらん。もっと変わるのだから。協力しない先生なんかいない。「もう先生、

結構です」というぐらい協力してくれるのだから。こういうのを惜しんでいてどうするのですかという

のかわたくしのポリシーです。そのポリシーを学長に申しあげてあるから、学長のほうが、「先生、フー

ド＆ドリンクやりましょうか？」とこういってくれるわけですね。これはもう当たり前ですよね。

　帝京学の授業をやりますが、先週で終わりました。帝京学の授業は先生方がボランティアで１回授業

をやってくれるのです。当初わたくしは誰も先生は協力しないと思ったんですよ。協力してもいろいろ

とイチャモンを付けて困る。軽減してくれとかね、手当を付けてくれとかね、いろいろ来ると思ったの

です。一切なし。先生方から自ら手を挙げて、ボランティアですよ。「後期もやります」というのです。

どうなっているのですか。それは全部メディアサイトに収録されて、そのうちホームページで公開され

る。もう信じられないくらい素晴らしい講義ですよ。あれだけ準備するというのは、まあ帝京学だから

ね、頑張ってくれているのだろうけども、素晴らしい授業。しかもタダでやってくれる。
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　そこで、わたくしは、そういう先生方に対して、今度８月ぐらいかな、全部試験も終わったら一つ、

ご苦労様会をやって、理事長、総長、学長を呼んでね、そして感謝の言葉を伝えてもらってやろうと思っ

ています。理事長、学長が、「先生方にフード＆ドリンクしたらどうですか」。素晴らしいでしょう。こ

れだけ皆さん考えたら、大きな帝京大学みたいな大学からするとね、スズメの涙みたいなお金ですよ。

もう全く安いものですよ。それで先生方が一生懸命になってくれたら、素晴らしいではないですか。

　学習ピラミッド、上から下に行くに従って大体能動的学習になっているということは、皆さん分かり

ますね。大事なことは、他人に教えるということが 90％で一番高いのです。皆さん勘違いしているの

は、では他人に教えるだけで能動的でいいかというとそうではないのです。他人に教えるためには一番

上の講義が必要なのです。だからこのピラミッドを見るポイントは、全部がうまくバランスが取れて良

い授業になるということです。こういうのを見せると必ず先生は、あれはアメリカの平均的なデータだ

から、僕の講義は５％～ 90％だよという人が必ず出てくるのです。皆さん方にも出でくるかもしれない。

そういうのを巷ではプロフェッサー症候群というんです。これはどうしようもないという、自覚が足り

ないと、こういうことです。

　アクティブ・ラーニングということで、先ほど皆さん方に考えてもらいました。皆さん、この図表を

見てください。これはアメリカの平均的なものですけど、大体学生の集中力というのは 25 分が限度で

す。もうすごい急降下で降りてきていますよね。90 分の授業をわたくしたちはやっているんです。も

う学生は死にたいですよね。ほとんど死んでいますよね。もう全然頭が機能してない。もう 25 分でだめ。

起こす方法は、ただひとつ「試験に出るぞ」と言ったらパッと起きますけど、それっきりです。これは

データが物語っているのでこれをどう利用するか。ここのところにクリッカーを使ったり、クイズを使っ

たり、先ほど言ったように隣同士と考えてグループ発表させるのです。ここでアクティブ・ラーニング

が入ったらバーンとあがるわけです。

　アクティブ・ラーニングがないとどういう現象が起こるかというと、これは経済学部の授業ですが、

経済学部の先生がいたらごめんなさい。これはあくまでも YouTube、どうぞ。皆さんにちょっと動画

を見てもらいます。

　チャートみたいな図表は、わたくしが授業で使っているものです。ここから説明します。こういう授

業で主体的学びを促しているということで、教室内授業、教室外学修、そしてそれを元にポートフォリ

オを書いてもらっています。

　この上のところに、MIT 方式試験というのがあります。MIT というのは、マサチューセッツ工科大

学です。マサチューセッツ工科大学というと皆さん知っているアメリカを代表する、あるいは世界を代

表する大学です。ここの大学の大きな特徴は、学生が試験問題を作るんです。わたくしがこれを、弘前

大学にいる時からこれをずっと作らせているのです。皆さん、わたくしが、京都大学で発表した時に、

フロアから学生が試験問題作れるのですか？無理でしょう。先生方、甘い。学生は作れるのです。なぜ

作れるか。それは簡単です。今まで人生ずっと試験でいじめられていたから。問題は、学生が作る試験

問題は、先生よりはるかに難しい問題を作るのです。そして自分で自分の首を絞める。ところが、先生

は、学生が作ったような問題を作れますよ。でもこれを作ったら終わりですよ。学生はみんな落っこち

るから。だから手加減して、落とすんですよ。どの学生も一生懸命作ります。

　MIT 方式試験というのは、今日ここにご参加の先生方、是非帰られたら自分の試験を学生に作らせ

てみて下さい。これは、どこで講演しても、大体成功します。これは皆さん方から好評です。なぜ好評

なのかというと、答えはただ一つ。成功した人だけわたくしにメール下さいといっているから（笑）。

失敗した人はメールいらないと言っているんですよね。ただし、今からやってもだめです。これはオリ
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エンテーションでしっかりとやって、試験問題を配って、それは A4 判の中に単元１で２問ずつ問題を

作って答えも書いて、それを 13 回か 14 回目にわたくしのところに出すのです。その中からわたくしが

試験を選ぶのです。試験を選ぶ鉄則があって、一人の学生から１問、最高１問しか選んではいけないの

です。みんなをカバーしなければいけないということです。

　そうしますと、これはＦＤにつながるのです。なぜかというと、学生は当然 60 人いたら 60 人が２問

ずつ作ってくれば、単元ごとに膨大な試験問題が出来るのです。ところが、同じ授業をやり同じグルー

プ討論をやったら、当然試験問題は重なるのです。重なることはどういうことでしょう？わたくしの授

業は良かったのか、どう思います？　いやそうではなくて、学生がその授業を楽しんだということです。

ところがわたくしは新しい PBL について紹介しようと思ったが誰も PBL も TBL も反応しなかったの

です。これは学生にとってはあまり関心なかったか、あるいはわたくしの教え方が不十分だったかもし

れないということで、これもＦＤにもつながるのです。

　ほかにも副産物はいっぱいあるのです。皆さん方そうでしょ。試験をやる。学生が来て、「先生あれ、

授業でやらなかったですよ」と。わたくしはいう。「やったよ。ちゃんとシラバスに書いてあるじゃない。

どこ見ているんだ」「いや、シラバスには書いてあるけど、先生、あの日は都合が悪くて、あそこはスキッ

プしました」。これでは水掛け論ですね。学生が勝つのです。授業料払っているからね。必ずそういう

クレームが出てくる。それは、自分が試験できなかった口実です。そこで、この MIT 方式試験をやる。

同じ問題が出てくるのです。廊下でわたくしをふさいで、「ゲーリー先生、あれは授業でやらなかった

ですよ」「良い子だね。来なさい。あれはわたくしが作った試験問題じゃない。君たち仲間の学生が作っ

た試験問題。わたくしに文句いう前に君の仲間に文句言いなさい」と帰るわけね。一件落着ですよ。学

生が作っているわけだから、非常に客観性があるわけですよね。何を学んだかが問われているわけです。

これを京都大学でやったら読売新聞の記者が来ていて、それはやっぱりこの目で見なきゃ、記事にしな

きゃと言って記事にしてくれたのがこれです。

　ポートフォリオというものの大事なことは、この省察。この２）のところの(1)から(6)、これが大事です。

これを学生に自問自答させるのです。何を学びましたか？　なぜ学びましたか？　ということを振り返

らせることによって、この授業を考えさせるんです。これは非常に大事です。リフレクション。これは

メタ認知を促し、省察を高め、そして結果学びを深めるということです。

　コンセプト・マップというのは、弘前大学の時は書かせてなかったんですよ。弘前大学は地方の国立

大学だから、皆さんレベルはある程度高いのです。ポートフォリオを書きなさいといったらもうびっく

りするくらい、わたくしの本になっているのですから、皆さん方、『ラーニング・ポートフォリオ＿学

習改善の秘訣』を見てください。あれはほとんど弘前大学の学生が書いているんです。印税はわたくし

がもらっているのですけどね。最後に６点、学生のポートフォリオを書いています。もう今見るとびっ

くりしますよね。あんな素晴らしい授業をわたくしがしたのかと思うのですけど、実はしなかったんで

すね。わたくしが手抜きをした分学生がうまく乗ってきている。だからあまり手をかけないほうが良い

学生が育つのではないかと思うのですが、それは帝京では成立しないんですね。帝京ではなかなかポー

トフォリオが書けない。授業中にポートフォリオなんて書かせたらだめ。ポートフォリオというのは女

性向きです。女性にとっては有利、男性にとっては大変不利です。なぜかというと、男性はなかなか文

章化できないから。だからわたくしのポートフォリオはテイクホームイグザムですよ。家に持って帰っ

てやるんです。ワードで打ってくるのですよ。そうすることによってそういう問題が解消されるだろう

ということで、帝京ではどうするかというとコンセプト・マップを書かせるようにしています。コンセ

プト・マップというのを皆さん聞いたことないかもしれないけど、巷ではマインドマップというのです。
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マインドマップを Web で検索されたら、それがわたくしたちのこのポートフォリオではコンセプト・

マップと呼んでいるということです。

　これはどういうことかというと、コンセプトをマップにつなげるということです。各単元、15 回、

まあ 14 回ですけど、14 回で学んだところのキーワードを、コンセプトを学生がそれをつなげる、何回

もつなぎ直してつなげるプロセスにおいて、このポートフォリオではここにポイントを置いて書こうと

いうことをイメージするためのものです。たがら、ポートフォリオは各全段階です。だからコンセプト・

マップができればポートフォリオは自動的に書けるのです。だからわたくしは、学生には言いませんけ

ど、コンセプト・マップしか見ないのです。もうそれでいいんです。コンセプト・マップが上手にでき

ていたらもうポートフォリオは見なくても。なぜかというと文章が下手な人もいるわけですよね。わた

くしは文章が下手というと文章に流されちゃうから、コンセプト・マップは大事ですよ。

　これがコンセプト・マップです。大体これはコンセプト・マップを書くのに、平均３時間から４時間

かかるのです。皆さん方、アルバイトで忙しい学生が一つの科目にコンセプト・マップで３時間も４時

間も拘束されますか？　拘束できますか？わたくしはできるのです。これ見てごらんなさい。この学生

は、Ａを取った学生です。なぜＡを取ったかわかりますか？きれいに書いているから。答えは違う。答

えは、ゲーリー先生をハンサムに書いているからということですね。嘘じゃない。本当です。要するに

ポートフォリオというのはゲーリー先生のこれは授業なんです。そういう意識がちゃんと学生にあるか

どうかということです。

　ありがとうございました。（拍手）

司会　ゲーリー先生、大変貴重なお話しどうもありがとうございました。浅い学び・深い学び、非常に

深く考えさせていただきました。先生ほんとうにありがとうございました。（拍手）
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プログラム

「第３期（平成25～26年度）ＦＤ委員会の取組」

（趣旨説明）　  加藤　直隆

第 1 ワーキンググループ　座長  川田　儀博

第 2 ワーキンググループ　座長  佐藤　研一

第 3 ワーキンググループ　座長  木阪　貴行

第 4 ワーキンググループ　座長　　　 　 飯塚　　真
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◆趣旨説明

加藤　直隆

加藤　それでは、第２部を開始させていただきます。

　我がＦＤ委員会もやっぱりＦＤはフード＆ドリンクでということで、しっかりと今、会場に用意され

ている飴玉をなめております。まあアメリカなんか行きますとアイスクーム・アソシエーションとか、

チーズ＆クラッカー・アソシエーションなどといって、そうした会場にはスナックも用意されていたり

しますけれども、次回からは大丈夫です。

　今日も正直裏の事情をお話しますと、しっかり「フード＆ドリンク大丈夫だね」と確認しましたところ、

「任せておいてください。今日は、サブウェイでしっかり用意しています」ということですので、ご期

待ください。

　サンドウィッチが出ているというだけで、会場の雰囲気が和やかになりお互いに馴染んでくると、活

発な議論が生まれ知的な刺激を与えれば、しっかり頭に入ってまいります。そして、一緒に食べるとい

うところで親近感が高められ互いの溝が埋まってくるのだと思っております。

　それでは、第２部を始めさせていただきます。第２部は、第１ワーキンググループから第４ワーキン

ググループにおける、第３期の活動ということであります。第１ワーキンググループは、「e- ラーニン

グ導入」について。第２ワーキンググループは、「PBL 教育の構築」について。第３ワーキンググルー

プは、「全学で構築する学習ポートフォリオ」について。第４ワーキンググループは、「教員評価制度の

構築」について。この四つのワーキンググループからの２年間の検討分析と内容について議論を 20 分

の時間厳守でやっていただきます。続いて、ワーキンググループからの報告を受けて、全体討論に入り

たいと考えております。全体討論のところで土持先生からのアドバイスも受けてという形で進めさせて

いただきます。

　それでは、第１ワーキンググループ、「e- ラーニング導入」について、川田先生、よろしくお願いい

たします。（拍手）
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◆第１ワーキンググループ報告「e- ラーニング導入」

川田　第１ワーキンググループは、第３期のテーマが「e- ラーニ

ング導入」ということになっております。第１ワーキンググルー

プのメンバーは、政経学部石山健一先生、法学部山本浩美先生、

文学部桜井美加先生、21 世紀アジア学部竹村英二先生、わたく

し体育学部川田儀博、以上５人がメンバーになっています。

　まず、e- ラーニングの定義として、広義あるいは狭義の定義

といろいろな捉え方ができますが、我々ワーキング部会では、イ

ンターネットの利用を生かした学習形態と、インターネットを介

した講義支援というところに的を絞って作業を進めていきたいと

思っております。

　それで、本学における e- ラーニングとして、情報メディアセ

ンターで行っている講義支援システムとして学内では、一つは、

Jenzabar、もう一つは、manaba が今並行して稼働しております。そのほかに語学系のソフトのネット

アカデミーが、英語部会で使われている e- ラーニングがあります。もう一つ、Moodle が防災・救急救

命総合研究所が、各学部の防災教育に使っている e- ラーニングが稼働しています。

　それでは、ここで代表される二つに関してさらに詳しく説明をいたします。Jenzabar に関しては、

平成 15 年度に導入され、今日に至っております。内容的には、教員は講義資料の配布、テストの実施、

シラバスの作成、講義に関するお知らせ等が可能になっております。学生は課題の提出、あるいはシラ

バスの閲覧等が可能になっております。この Jenzabar も今年度末期、平成 26 年 3 月で停止し manaba

に切り替えをすると聞いております。

　実際に Jenzabar の活用例ということで、現在使われている先生の許可をいただきまして、どのよう

な形で使用しているかを紹介させていただきます。これは、体育学部川崎治夫先生が情報処理Ａの授業

で使用している活用例になります。これは、７月 15 日のシラバスがここに書かれています。今期のま

とめということで、７月 15 日の講義に関しては、春期に行った講演、演習のまとめを行います。それ

から試験に関する説明を行います。また、資料も添付してあります。この配布資料に PDF ファイルで

置いてあり、リンクさせることで、その資料を見ることができます。これはこのシステムに関しまして

は、Jenzabar だけがこのリンクが貼って見に行くことができるということですが、manaba に関しては

このような設定はまだ入っておりません。

　授業に必要な配布資料は、ここから学生が自由に入ってきて自分で取ることができます。川崎先生に

確認したところ、余り早く公開すると意味がないので、授業が近づいた時に公開をするように制限をし

ているという説明がありました。

　これは、実際にテスト、課題として使われている活用例です。これは、政経学部の石山先生が、前回

第８回のＦＤシンポジウムの第４ワーキンググループのリメディアル教育の中でテストを行った参考例

を提供していただきました。

　それから、アンケート実施の活用例として、実際に使用されている教員に対して昨年の 12 月 18 日に

実施した教員アンケート例です。173 人のうち回答者が 33 人ということで、回収率 19.08%。また、ク

エスチョン４で、その「Jenzabar をどれくらい利用していますか？」という質問をしました。また、
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回答するとすぐグラフで表示されるという特徴もあります。購入時より利用していると回答があったの

が、12 人、36％と瞬時にアンケートの処理もできます。それから、利用されている先生独自の授業評

価アンケートを組んで、その都度学生に授業評価を採っているようです。大学でも授業評価アンケート

を実施していますが、それとはまた違った意味で、自分でそのアンケート用紙を作ってそれに回答をし

てもらうというふうに利用している先生もいらっしゃいます。

　今年度の利用状況ですが、2013 年７月 13 日時点では、Jenzabar を資料配布に使っている先生が 40 人。

それからテスト・課題を提出する目的で利用している先生が 18 人。この数値はオムニバス形式で持た

れている先生に関しては、１教科に対して３人で持たれている先生は、カウント３ということになって

います。ですから配布資料で 40 人の先生方が使用されていますが、実際に科目数で捉えるならば、若

干少なくなっている状況です。それから、これはもう今年度のデータですので、既に manaba が同時進

行で来ておりますので、manaba に切り替えている先生もいらっしゃいますので、両方合わせるともう

少し数が増えてくるのかなというふうに理解をしております。以上が、今年度で manaba に切り替わり、

現在まで運用されていた Jenzabar というソフトの説明をさせて頂きました。

　次に、manaba の説明をいたします、このソフトは平成 25 年度から導入が始まっております。学生

と教員との情報伝達をサポートするということ。それから、manaba という名称に関しては、「学びの場」

ということで manaba という造語があてられています。詳しくは情報メディアセンターのホームページ

に詳しく載っています。

　manaba の導入数の推移ということで、現在 2013 年 3 月の時点で 191 大学が実際に manaba を導入し、

e- ラーニングをスタートさせています。manaba の中でどのようなことができるのかを、政経学部町田

先生の資料を提供していただきました。これは manaba の活用例のコンテンツです。これは資料の配布

については、学生がそこに入ってきてその資料を見ることができます。

　それから、活用例として小テスト管理というコンテンツがあります。ここではそれぞれ試験を出して、

学生に回答を求めるという形になっておりますが、ここに編集・成績管理・お試しという項目があって、

これは教員自身が出題して回答して、どういう結果で帰ってくるかという、教員自身で試しをして一回

確認をするということが入っております。これは Jenzabar には入っておりません。manaba に入って

いる新しい機能となっています。

　それから、実際に活用例で、先ほど小テスト管理ということでテストを実施し、自動採点機能があり

ますので、すぐ点数が表れて来ます。その小テスト結果をエクセルファイルで管理することができます。

今回は、学生の個人データということもありますので、名前の部分は消させていただいて点数部分を幅

広く取りましたけども、このようなエクセルファイルで成績管理ができます。

　次に活用例の一つとして掲示板というのがございます。これは、先生がその授業の履修学生、ゼミ生

に連絡をする。それから、この manaba のほうは、学生もここの掲示板に入ってくることができること

で、「ゼミの親睦会を何月何日にやりますよ。誰がリーダーでやりますよ」というようなことが掲示板

が貼れることになっています。このデータに関しては政経学部石山先生のデータをお借りいたしました。

2013 年度から４月から６月までの平均利用状況ということでこういった数字が出ております。2013 年

４月合計ログイン数が 3,463、ページビュー数が 82,613。それで１カ月間の manaba へのログイン人数、

重複なしで 1,410 人。これは教員数、学生数合わせて 14,000 人位とみると、約 10％の利用率となって

います。

　次に、メリット、デメリットになりますが、講義支援システムの利点は、資料配布や小テスト採点、

レポート回収における教員負担の軽減、そういうことが望めるのではないでしょうか。それから学生へ
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の情報伝達、閲覧状況が確認できます。そのほかにもいくつかまだまだ利点は挙がってくるかと思うの

ですが、その半面また問題点も多く抱えております。

　問題点になりますが、これは先ほど利用人数等をデータで出させていただきましたが、残念ながら活

用している教員の数が非常に少ないということです。そういう私もこの e- ラーニングは使用しており

ませんので、内容的に細かい部分になると答えきれないところもあるのかもしれませんが、利用してい

る先生方の数が少ないということが一つ言えるのではないかと思います。

　それともう一つ、現状では活用できる科目が限られているということ。e- ラーニングを実施するのに

向いている科目、あるいはちょっと向かない科目というのもあるかというふうに思います。それと、情

報端末室が整備されていれば問題はないんですが、これを幅広く使おうとすると、今度は一般教室に無

線 LAN の設定もしなければいけない。それから、携帯の端末機を学生にどういう形で使わせるのかと

いう、その辺もこれは第３ワーキンググループのところとも併せて検討していかなければいけない項目

になってくるものと思っております。

　それから、機能が十分でないというふうに書いてありますが、これは Jenzabar を使っていた先生方は、

非常に Jenzabar の利点と言いますか、根強いファンがいるということも事実ですが、これが manaba

に変わった時に、本当に今までのことがそのまま引き継ぎできるのか。できるもの、できないもの、い

ろいろまた出てきていると、その辺が問題なのかと。今後のバージョンアップ等に引き継いで、それが

新しいシステムにそれが載せていけるのかどうか、その辺の検討もしていかなければいけないのだろう

と思っております。今後、第１ワーキンググループではこういう形で皆さんに報告をする機会は恐らく

年に２回、２年間で４回ほどと思いますが、次回の報告までには我々のワーキンググループがやらなく

てはいけないこと、その既存のシステムの有効活用についてもう少し検討する必要があると思います。

使用率が上がらないという一つの大きな問題は、なかなか難しくて入れないという、中にはそういった

パソコンアレルギーの先生も何人かいらっしゃるのかなと思います。それと、実際入ってはみるんだけ

どもなかなか難しくて先に進めないというようなこともあるのかと思います、この辺は我々のワーキン

ググループのほうでは、定期的な講習会とか先生を対象にした講習会、研究会、勉強会を開いていかな

ければいけないと捉えております。

　それから、他大学における e- ラーニング活用事例を収集し、国士舘でも取り入れられるものがあれ

ばすぐ取り組んでいきたいというふうに捉えております。それと、先ほど科目によってという話もしま

したが、学部間でもそういうことが言えるのではないのか、それぞれ学部でふさわしい運用ができるよ

うなシステムに変えていかなければ、先生方が利用する率が上がってこないのではなかろうかなという

ふうに捉えております。そういったことが次回のワーキンググループの報告で、また新たに報告させて

いただけるかと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

司会　どうも川田先生、ありがとうございました。（拍手）それでは第２ワーキンググループから、「PBL

教育の構築」について、座長の佐藤先生、よろしくお願いいたします。
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◆第２ワーキンググループ報告「PBL 教育の構築」

佐藤　第２ワーキンググループの座長の佐藤です。今日は「PBL

教育の構築」というテーマで第２グループの活動の発表をさせて

いただきます。本グループのメンバーは、私とそれから今日発表

していただく政治学研究科の川島先生、そして体育学部の田原先

生、経営学研究科の田中先生、工学研究科の乾先生です。

　最初に私の方から発表の内容を確認させていただき、次に「ア

クティブ・ラーニングとその背景」を川島先生に発表いただいた

後、私の方から、残りの「国士舘大学での取り組み」等残りの部

分について発表させていただく予定にしています。

　それでは、川島先生にお願いしたいと思います。

川島　政治学研究科の川島と申します。私は、この分野の専門家

でも何でもないのですが、なんとか自分の授業を良くしたいとい

つも思っていました。そのためにはやはりアクティブ・ラーニングを取り入れることが一つの方向であ

ろうということで、いろいろ調べてみました。その結果を発表いたします。

　まず、アクティブ・ラーニングと PBL の簡単な定義ですが、PBL をアクティブ・ラーニングの先進

的な形として位置づけたいと思います。比較的簡単に導入可能なのはより一般的なアクティブ・ラーニ

ングのほうだと思いますのでこの点からまずお話ししたいと思います。アクティブ・ラーニングは能動

的学習と訳されますが、伝統的な知識伝達型ではないスタイルの授業ということで一応定義させていた

だきたいと思います。一方向型授業ではない双方向型授業ともいえるのではないか思います。

　こういった受動的学習から能動的学習へ、一方向型から双方向型へという転換は世界中の大学で進ん

でいて、日本でもそうすべきであるとされているのが現状だと思います。アクティブ・ラーニングとは、

学生の能動的な学習を取り込んだ授業の総称で、本当に簡単なことから PBL のようなものまであるよ

うです。通常、学生参加型授業、共同学習、グループワークという形で行われます。あるいは課題発見

解決学習を一部に取り込んだ授業や、本格的な PBL をも含みます。PBL は、Project-Based Learning

とか Problem-Based Learning の略で、問題にもとづく学習とか問題解決型学習などと訳されることが

多いようです。

　まず一番簡単なものとして、学生参加型授業といわれるものが

あるかと思います。学生にコメントや質問を書かせることがそ

の代表です。それを頻繁にやるかやらないかは別としても、多

くの先生方がすでに行っていらっしゃるものだと思います。この

際、学生が書いたものにどう答えるかがかなり重要であるよう

で、書かせっぱなしにするのではなく、ちゃんと答える、ある

いはできるならば瞬時に答えると学生がより関心を持つとも言

われています。従来は紙ベースでやられており、小テスト、ミ

ニレポートというような形でやっておられる先生も多いと思う

んですが、最近は ICT、つまり Information and Communication 

Technology を利用する動きもあります。携帯とかスマホはほと
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んどの学生は持っていますので、それをうまく利用して学生の感想を教室にいながらチェックしようと

する動きもかなりあります。それがどのように可能なのかを調べるのも一つの課題だと思います。

　BBS、つまり掲示板ですね。先ほどありましたが、manaba の中の掲示板に書かせて学生の反応を見

るというやり方もあるようです。学生の感想などを Facebook に授業中に書かせて、それに応えて先生

がまた何か説明するという試みもあるようです。

　授業を双方向にする非常に簡単な手段としてクリッカーというものがあります。ご存じの方も多いと

思いますけれども、クリッカーというのはこういうものなんですね。非常に簡単なものですが、学生の

反応を見ることができる。正しいか、正しくないか、何番が正しいかとか、そういう反応を見るという

ものです。このクリッカーはいろんな大学で導入を検討しているようですが、既に導入してかなり成果

を挙げているのが立正大学です。

　スクリーンに出ているのは、「立正大学の歴代の学長には、内閣総理大臣を務めていた人がいる、○

か×か？」ということなのですが、その程度の問いでも学生の授業への関心は非常に高まるといわれ

ています。あるいは先ほどお話があったように学生の集中力は 25 分で切れてしまうということですが、

そういう時なんかに使うのも手だと思います。クリッカーを使うと、意外なところで学生は分かってな

いということが分かるようです。また、学生も他の学生がどう考えているかを知りたいようで、その意

味でも興味をもつようです。クリッカーによってある意味非常に簡単に授業が双方向になるということ

で、多くの大学で注目されているようです。

　メールを使った学生参加は、たとえば授業の最後にメールで BBS、掲示板に書き込ませるというよ

うな形でも行われています。その際、単なる感想文に終わらせず、必ず自分の意見を書かせるといいよ

うです。学生同士が意見交換をするなんてこともあるようです。

　先ほども manaba について触れましたけれども、manaba の中にも掲示板がありまして、これをうま

く使えば学生の反応を瞬時に見ることもできるかもしれません。あるいは家に帰ってから書かせるとい

う方法もあると思います。これで学生同士の議論になれば面白いとは思いますが、ただ授業の最後に何

か感想を書かせて、それで先生のほうがすぐに反応するというやり方もあるみたいなんです。ただそれ

をやるには一覧表が出ないとなかなか難しいようなんですね。一つ一つクリックして 100 人も 200 人も

の学生の書いたものを素早く見るのは非常に難しい。ただ、一覧にして斜め読みができるようにするす

るソフトがあるようです。だから、この manaba の中でそういうことができるといいと思います。とも

かく一番の理想は、先生が教壇のそばにいて、学生が今何を考えているかを瞬時に知るということなの

ではないかと思います。それをメールなどを使って簡単にできればよいと思っています。

　次に、アクティブ・ラーニング、双方向型授業でよく取り入れられるのが、2 番目の共同学習、グルー

プワークです。これもかなり取り入れやすいものだといわれています。グループワークは TBL（Team-

Based Learning）ともいわれます。少人数での問題解決学習は、1970 年代から米国で実施されたとい

うことです。これにもいろいろな形があって、先ほどゲーリー先生にやっていただいたように、隣の人

とこの問題について話し合いなさいというのもある種のグループワークだと思います。いろんなノウハ

ウを取り込み提示できればと思っています。

　グループワークも簡単なものから、高度なものまでもちろんあるわけですし、大教室でも可能なもの

もあるようです。たとえば 150 人規模の授業でも、かなり大々的なグループワーク、共同学習が行われ

ています。これは立命館大学の木野茂さんが紹介されているものですが、まず、最初の授業の時に７、

８人ずつの 20 グループを作ってしまう。２回目から５回目までの授業でグループワークをして、グルー

プの中でいろいろ話し合ったりして成果をまとめる。その後の 10 回で、２グループずつが研究発表を
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するというような形で授業をやる。この際、ここはとても重要なところだと思うのですが、上級生と下

級生が同じグループになるように配慮する。こうすると授業に出ることによってそのグループの人に会

え、かつ上級生とも知り合いになれる。国士舘の学生を見ていると、時々砂のようにばらばらでつながっ

ていないように見えます。だから、授業が面白くないともう何も面白くないし、友達もできないと大学

を辞めてしまう。講義形式の授業の中にグループワークを取り入れることによって、つながりの場を提

供することもできるのではないかと思います。演習にも同じような機能がありますが、多くの場合演習

を受講する学生たちは同学年なので横のつながりはできますが、縦のつながりをつくるのは難しい。普

通の講義形態ですと、上級生と下級生が入り交じっていますから、縦の交流ができる可能性があります。

思わぬ副次効果とも言えるのではないでしょうか。

　演習に関してもう少し言わせていただけば、従来双方向型の授業は演習で行われてきたのではないか

と思います。なかにはそれで十分だと思われる先生もあるかもしれませんが、学生の側からすると週に

10 コマぐらい受講する授業があって、演習は多くの場合１コマなのです。ですからほかの授業がもし

従来型の知識伝達型の授業ですと、もうほとんどが一方向型の授業になってしまうということです。そ

うしたなかで、いろんな先生に双方向型の授業、グループワークを少しでも取り入れていただければ、

学生に能動的な学習の場、あるいはつながりの場をより多く提供することにもなると思います。

　たとえば政経学部政治学科の石見先生はたくさんの学生が受講している授業をもっておられるのです

が、15 回の中で２回をグループワークにしておられるということです。グループワークを行うと、学

生の目の輝きが違ってくるということでした。石見先生をはじめ国士舘の中でもグループワークのノウ

ハウを持ってらっしゃる先生がたくさんあると思いますので、そういう先生にお話を聞いて、いろんな

形でやれるんだということを示していければいいと思っています。

　今まではアクティブ・ラーニングや双方向型授業についての簡単なご紹介を行ってきましたが、ここ

からはそうしたものが注目される社会的、歴史的背景について少しお話ししたいと思います。

　アクティブ・ラーニングを行う一つの重要な理由はまず第一にそれが知識伝達型の授業に比べて学習

効果があると考えられているということです。この点に関しては、通常「学習効果のピラミッド」とか「学

習ピラミッド」と呼ばれるものによって説明されますが、この点については先ほどお話いただいたので、

割愛します。ただ学生をチューターにするという制度がありますが、このとき従来は教えられるほうの

学生への効果が主に考えられていたのではないかと思います。しかしこのピラミッドが示しているよう

に、実は教える学生にとっても非常に教育的効果があるということですので、学生自身が教えるという

機会を何らかの形で導入することは重要なことだと思います。

　アクティブ・ラーニングが必要とされる理由は次のような歴史的背景からも説明されます。近代以前

の知識はコミュニティ内で大人から子供へと伝達されるもので十分でした。そのため学校教育は基本的

に不要であったのですが、近代になると人間が生きていくのに必要とされる知識はコミュニティの人間

関係の所有範囲を超えるので、学校教育が必要になる。しかし、近代がさらに進むと、子供の人生経験

に必要な知識が、学校でのそれを量、質とも超えてしまう。逆にインターネットなどで知識の獲得はよ

り容易になる。実際、たとえばウィキペディアを見れば大抵の基礎知識はある程度は分かるという状況

になっています。あるいはもう少し専門的な分野でも、論文が PDF ファイルになったり、重要な資料

がネットで公開されていたりして非常に知識を得やすくなっています。こうした状況で今必要とされる

のは、自ら能動的に学習する態度そのもの、あるいはそのノウハウのなのではないかということです。

課題の発見と解決を自ら進んでできる能力ということでしょうか。だから今までのように先生の言うこ

とを聞いていればそれでいいということではないということですね。
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　それから教育に対する社会的要請が大きく変わってきているという背景もあります。この点に関して

よく引用されるのは本田由紀さんの議論です。近代は画一的な大量生産の時代でありましたけれども、

もうちょっと近代が進みますと、消費需要は生活の必要性という土台から離れるようになります。そう

すると顧客のニーズが非常に多様でかつ気まぐれになってくるわけですね。そういったニーズをうまく

キャッチして、それを生産とか販売にフィードバックするという、そういう能力が求められているとい

うことです。経団連なんかも「与えられた知識だけに頼るのではなく物事の本質をつかみ、課題を設定

し、自ら行動することによってその課題を解決していける人材が求められている」というようなことを

言っております。ともかくこれが良いかどうかは別にして、こういったものを取り入れないと大学教育

に対する評価がなかなか上がらないということですね。

　これもいつも引用される本田由紀さんのものなのですが、ちょっと簡単に見ますとこんな感じで、ネッ

トワークだとか独創性とかそういうものが必要とされるということですね。ですから、今までのように

ちゃんと授業に出て先生の話をしっかり聞いてしっかり理解するという学生も、そういうことも必要か

もしれませんが、それだけでは不十分だということです。自分で問題を見つけ出して、その解決法を考

え、それをネットワークを作って実際に解決できるような学生が求められているということだと思いま

す。そういう背景の中でアクティブ・ラーニングというものが出てくるということだと思います。

　最後にこのワーキンググループとしての今後の課題についてお話ししたいと思います。まず、大人数

クラスへの双方向型の授業導入の様々なレベルの在り方の調査を行っていきたいと思います。いろんな

レベルで双方向型のアクティブ・ラーニングが導入可能だと思いますのでそれを調べる。そして先生方

がそれを少しでも導入できるような形で提示することが必要だと思います。あるいはそのアクティブ・

ラーニングにおいてはグループワークが非常に重要になるんですけれども、そのノウハウとか、あるい

は ICT を用いた双方向型授業の可能性を調べる必要があると思います。クリッカー、BBS、あるいは

最近スマホアプリの Clica というのが出て、クリッカーがなくてもスマホの中にそのアプリを入れれば

瞬時にクリッカーになってしまうというようなものもあるそうなので、そういうものも研究していきた

いということです。さらに、本格的な PBL もちゃんと調査する必要があると思います。

　以上です。どうもありがとうございました。

佐藤　川島先生、ありがとうございました。予定時間を使ってしまいましたので、用意していた分は全

体討議の関連のところで発表させていただくということで、お許しください。どうもありがとうござい

ました。（拍手）

司会　どうもありがとうございました。続きまして、「全学で構築する学習ポートフォリオ」というこ

とで、第３ワーキンググループ、木阪先生、お願いいたします。
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◆第３ワーキンググループ報告「全学で構築する学習ポートフォリオ」

木阪　第３ワーキンググループの木阪です。我々のグループは、

理工学部の寺内先生、法学部の和田先生、それから経済学研究科

の三輪先生、救急システム研究科の窪山先生となっております。

「全学で構築する学習ポートフォリオ」ということで、全学で構

築するというところに今回は力点を置きました。学習ポートフォ

リオやアクティブラーニングに関しては、既にご講演の中でもあ

りましたので、そこに関しては触れません。むしろそれを全学で

やるということで考えてみたいと思います。

　ＦＤというのは楽しまないと、本人が面白くないと進まないも

のだ、という話から始めたいと思っています。楽しみというとこ

ろでＦＤ、フード＆ドリンクということを先に言われて、確かに

そういう部分がないと、上手くいかないわけです。

　第３ワーキンググループはもともと GPA の導入ということで、ある意味では成績管理手法の導入で

す。成績管理はやはり管理で、最低限のことのより効率的な運営なのですが、それだと楽しみまでいか

ない。学生を学習支援して実際に学習効果を上げて、教員のやりがいにつながるということの方が大切

だと思うんですね。それがフィードバックされるというようなサイクルにならなくてはいけないと思い

ます。

　これまでの取組は、最初は成績評価でした。②が学習支援で、③が教員の自己啓発ないしは楽しみと

なる。まず①の話で、「成績評価をきめ細かくしなさい」ということです。これについて、基本的に大

学の成績評価というのは、統計学的に扱われる偏差値のように単に客観的であるというだけでは困る。

個性とか多様性というものがなくては逆にだめで、みんな同じ評価なんかできはしない。というような

ことで、教員というのがむしろ様々な多様性を持っているということを相互に認知しあうことが大事で

はないか。そういうことを目指す答申をいたしました。

　必ずしも画一的ではないということについては、実は GPA の計算についても言えることです。とい

うのは計算手法が何種類も考えられるし、それは後でお話しますけれども、そういったものをむしろ手

法として、ポートフォリオのいくつかの手法のあくまで一つとして扱う。ポートフォリオについてはい

ろいろなことも既にお話になっていましたけれども、もともと簡単な意味で、これはイタリア語でカバ

ン、書類かばん、書類フォルダのことですよね。そこに情報を入れてみんな簡単にハンディに取りだせ

るようにしておくということです。つまりいろんな手法を集めて、それを学生と共有し、お互いに共通

の目標に向かって頑張れるという、そういう環境を作るといううちの一環の中に、GPA を置くという

ようなことを考えました。

　そうすると、「全学で構築する学習ポートフォリオ」ということが目指すことは、人間関係の、いわ

ば相対的な、在り方を変えることになった時代環境に対応して、学生と教員とが協働して学ぶためのイ

ンフラを可能なかぎりよく行き届いた新しい仕方で整備することにあると思います。今日の講演もそう

いうことだったわけですが、大切なことは教員学生相互の協働ということですね。この考え方で、「見

える化」されたポートフォリオを全学的に構築していくと結局の所、それは教える側も学ぶ側も、そう

いう区別はむしろあまり意味をなさなくなるような所を目指して、互いに自分の位置を相互に可視化し
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て、互いに自覚、つまりは同時に相手を理解することになる。 ・・・ちょっと原理論に傾きすぎましたか。

　ともかくも、これは結局最初から単なる数値、成績評価の話では済まないということですね。ただ

GPA の数字だけではなくて、もちろんそれを含めるのは基本ですが、何を集めるかというと、いろい

ろなことがあります。今日の講演にもあった、まさにラーニング・ポートフォリオですね。学習ポート

フォリオを書かせて出す。提出課題というのは、見えるようにして整理してＩＴでできている書類鞄に

入れる、そういう意味で記録として残すということになると、学習ポートフォリオを書かせて出す、と

いう言い方になるわけです。基本は難しいことでも、まったく新しいことでもなんでもなく、そんなこ

とと思いますけれども。あとノートそのものとか。共通感覚を出すので一ついいのは、僕の場合例え

ば、授業でその日はノートを試験用紙のような紙に書かせます。それを集めて、PDF に取って名前を

書いても書かなくてもいいと言っておいて、次の授業でそれを全部全員にスクリーンの上で１分ぐらい

でバーッとページを繰って見せる。そうするとクラスの中で自分がノートの書き方に関してどういう位

置にあるかというのが分かるんです。つまり全員の中で自分がどういう位置にあるかということを示す

ということは、非常に有効でした。

　様々なものを、ただ集めて全体として教員が見て何か言うだけではなくて、やはり基本は学生同士で

それを個別の生のママの現物として見せ合うというのが非常に効きます。そうすると人間関係ができる

んです。そういうようなことをやりながら、資料を集めるということを考えます。その時のポイントは、

先ほどのアクティブ・ラーニングにしてもそれから今日のご講演の話にしても、いわばラーニング・ポー

トフォリオのもっと細かい中身のやり方です。私の方は、でもそういう話もあると思ったので、中身の

話を今回はしないで、その集め方に関して、しかもそれを全学的にやるというので、そちらのほうに焦

点を当てた話をしようと思います。

　去年、今年と第３ワーキンググループの活動の中では、その集める資料の中の指標の一つとして、そ

れもポートフォリオの資料の一つと考えればよろしいわけで、授業の公開、ないしは中高レベルの研究

授業のようなものも考えていくことができるのではないかと言うことを検討し始めました。そうすると

今度は学生同士ではなくて、課題として教員間の情報共有ということがやっぱり最終的に大事なことな

のではないかということがわかって来るんです。教員間の相互認知というところで様々な書類ケース、

フォルダを作って、それをいつも出せるようにしておくということ。それを学科とか、学部とか、まあ

学部は大きすぎますね。学科とか専攻単位で可視化して共有するというようなことになるのではないか

というふうに思います。

　「見える化」する。要するに見えるようにするということです。その時に重要なことは、先ほどの楽

しみの話にも関係しますけども、「セーフティ」ということが言われます。これは別のところでも最近

言われていることなんですが、今は「気楽」と訳して書いておきました。気楽に、好きなことが言えな

くてはいけないです。しかもそれがいろんな意味で。例えば何か言ったら極端な場合は先生の考えとは

違ってはいけないとか、もっと極端場合は思想を統制するとか、それから友達の中でいじめられるとか、

物理的な意味でも精神的な意味でもいろんな意味でセーフということがないと、実は「見える化」とい

うのはできないんですね。それを学生についてだけではなくて教員同士もやらなくてはいけない。全学

で構築するならむしろそちらのほうが問題で、それをどのようにしてやるかということを考える。その

時には、やはり相互理解とか共通感覚ということが重要なのであって、よくあるような、相互批判をやっ

たらもうだめですね。

　それからＦＤに関しては、正解というのはない。つまり、どんな場合でも悪くしようとしていること

はないので、常に試行錯誤だというこういう観点でやらなくてはいけないということです。ただ、ＦＤ
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をやってうまくいかないのは、大抵の先生が身構えるというか、セーフな気持ちにならないし、それか

らついつい正しいとか間違いの議論をしてしまいがちです。その辺の体質改善が必要だと思います。

　GPA のことでポートフォリオという考え方に立脚して考えると、これはアクティブ ･ ラーニングで

はありませんが、学習支援なのであって、成績評価の対象とは多分しないほうがいいと思います。

　世の中のことは、何となくアメリカの真似をしているだけなのかどうか、よくは知らないですが、

GPA はやはりある偏った数字なので、まあ奨学金程度に使うのがいいかなというように思います。

　そこで重要なことは、大学の中でそういうものを計算して作ってくれるところが教務課なんですね。

こういうポートフォリオという観点から見た場合には、教務課が出してくるのは、そのデータのある種

のデフォルトにしか過ぎません。こういうふうに作ればこれが出てくる。それをどう使うかというのは、

こちら側のというか、使う側の主体性だと思いますね。それがまさにＦＤです。

　ファカルティ・ディベロップメントという言葉をもう死語だとおっしゃったけれど、ここでは使いま

しょう。

　要するに、ファカルティには二つ意味が重なっています。学部組織という意味と教員としての能力、

それらの啓発・開発です。これらが一致するところを探さなくてはいけない。そのためには、やはりファ

カルティの主体性が大事なのであってこちらがむしろ注文しなくては使えない。基礎数値としては最近

Web 入力がやっと進みそうですけれども、各科目の点数等が正確に分かったとする。これは基礎数値

です。それをどう使うかというのは、むしろ教員側から注文していいわけですね。もちろんある種の仕

方で統一的なものは作るのがいいですが、それはたくさんの手法のうちの一個なので、それがすべてと

思ってはいけません。つまり、そういう意味で様々な手法を考えてみるということが必要だと思います。

　例えば、普通の GPA。それもいろんな計算はあるけれども、通常の計算方法と全然違うことを考え

てみたりしています。それは先ほど言った学生の相互維持ということを考えるということです。

　普通の GPA は普通の加算平均ですね。単位で比重をかけるかどうかはありますけれども。それに対

して例えば、ある係数を考えます。つまりその科目のクラスの平均点で本人の点数を割り算する。そう

すると、数値が１の人は平均点ですね。1．いくつの人はみんなよりも高い。0．いくつの人はみんなよ

りも低いと、こうなります。その数値を使って、例えば、その学年でもその学科でも学部でもいいです

けれども、うちの大学でなされている普通の科目全体の平均点をかける。つまり、数値は何でもいいの

ですが、クラスの中の１というものに例えば 60 点をかけてもいいですし、あるいは別の基準点をかけ

てもいいんですけれども、点数をかけたものを考えて、それを GPA に使う。

　そうするとどうなるかというと、例えば全員 80 点の楽勝科目ですと、これは今言った係数数値１に

しかなりません。逆にここで点数を上げようと思ったら、難しいクラスの中で１を飛びぬけないと点数

は上がらないですね。例えば、そういう数値を作ってくれ、というように注文すればこのようなものは

ソフトを作るだけ、計算式を作るだけなのですぐできますね。そういうことをむしろこちらが積極的に

言って作ってもらうとか、逆に GPA を取るのに、その科目を取ったある学生がいて、その学生は他に

も科目を取っています。それらの各科目すべてに関して、当然それぞれの科目の平均点がわかるわけで

すね。そうすると逆にその平均点でもって GPA を取ってみる。つまり、平均的な学生が同じ科目を取っ

たら、GPA はいくつがつくか分かる。そうするとそれを比べるとその学生が普通より頑張ったかどう

かが分かる。その数値を作ってくれというのは注文したらできることで、こちらがむしろいろいろ言う。

こういうのがまさにＦＤをする時の主体性だと思うんですね。なんだか正しいものがなくてはいけなく

て、学部に上から降りてきたものは正しいか、間違っているかで議論して、できることはそのデフォル

トをカスタマイズしないまま、そのままで可決か否決かだけ。で、いろいろなことが結局使えない仕方、
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つまり学生のためにはならない仕方で決まってしまう、あるいは止まってしまう。これでは本当に不毛

だと思うんです。そうではなくて、我々のほうでむしろ主体的にというのはなかなか難しいのかもしれ

ませんけども、そこは楽しんで、注文して出してもらう。そのサポートをしてくれるところが教務課だっ

たりするんだなというふうに発想すべきではないでしょうか。

　これは、私が授業でやっていることの一つですけれども、先ほどクリッカーの話がありましたね。も

う５、６年経ったでしょうか、ソフトを工学部の非常勤の先生に作ってもらいました。つまり、携帯電

話から数字を送るとクリッカーと同じですぐにエクセルファイルに変換できるソフトを作ってもらいま

した。僕は毎回授業で小テストをやります。それと同時にこの作ったソフトを使って各学生に５項目ぐ

らいやったとすると、５項目に関してよく分かったから分からないまで５段階ぐらい評価をさせます。

それを送らせると、僕のコンピューターの中ではどの学生がどの項目を１、２、３、４、５のどれをつ

けたか全て表になります。それを集計して平均点を作ります。その学生の平均点を作ります。そのクラ

ス全体の平均点も作ります。その数値を次の授業の時には、その学生の数値とそのクラスの平均数値を

並べて、割り算して見せながら出席を取るんです。

　そうすると、自分に甘い人は、割り算をしておくと１の人は、そのクラスで自己評価の仕方は普通の

人になります。1.5 の人は普通の人よりも 1.5 倍は要するに自分に対して甘かった。0. いくつというのは、

自分に辛かったという、こういうのを作ってみせると面白いことが起きます。上のほうは欠席学生なの

で、数値計算は無視してもらっていいのですが、この辺は大体出ている学生ですね。30 人ぐらいですが、

少し分かりにくいですけれど、よく見るとだんだんだんだんこれ真ん中に収束していくんです。どうい

うことかというと、自分の数値を見ますので、毎回学生は、自分の自己評価値を調整していくんですね。

高すぎる学生は恥ずかしいから。例えば留年生は最初にやると４とか５が付くんです。つまり４倍ぐら

い甘い。それを調整してきてだんだんだんだんみんな要するに自分の小テストを頑張るか、評価値を下

げるかして調整してきて、緩やかにだんだん平均に近づいていく。これが理想的には全員１になると、

僕が要求していることに関して要するに分かったか、分からないに関してね、教員が求めていることと

学生がその求められていることに関する自己認知が完全に一致するということです。

　その１にみんななってくると、そうすると結局何が起きるかというと、最終的には僕が試験で付ける

点数と同じ自己評価を自分でするようになるということになります。そうすると全体としては上がって

いきます。つまり学生同士で見させるというのは、こういう共通感覚を持たせて、クラスの中で自分が

どういう位置かという時に、普通の
4 4 4

評価をするようにみんな、なるんです。普通の
4 4 4

評価をするというこ

とは、そのクラスの中でみんな共通認識をもって、これだけできていれば、それは１なんだということ

がわかるということで、結局はそのとおりの成績が付く・・・、というふうなことをやってみたりして

います。

　それと、教師個人も遊ぶわけですね。これはまた少し全然別で、さっきの自己評価数値、当日と復習

の時と、僕、早口なので、どれくらい学生がそれを感じたかというのを送らせてみると、やっぱり理解

度と早口度は相関してるよな、とか分かったりする。そういうことをやって遊んだりとか、楽しみとい

うか、そういうふうにしてやっぱり遊ばないとこういうものはできないかなと、と思います。

　ポートフォリオの話に戻りますね。この辺まで来るとパワーポイントで最初にお示しした、③、つま

り相互認知の話になります。

　見える化というのは、実はお互いにもうネット上でつないですぐ見えるというと、つまり見えすぎる

と、いろいろ問題があるので、ある小さな範囲の中で、専攻とかもっと小さくてもいいですね。オフラ

インでみんなで同じデータを USB で持っていればいい。それを見えるようにしておいて、もっと大事



36

なことはこれを経年蓄積するということです。例えば 10 年前の学生のノートと今の学生のノートとは、

比べようとしても、たいていはもう分からないです。でも僕は結構前からやっているので、今から８年

前が見られます。その時の平均点と今の平均点を比べると学生はどうなったかって分かりますよね。そ

ういうことをやったりするデータを作ると、これは色々と有効でしょう。

　それからもっと実質的には、各教員の科目別の成績評価。何点に誰を付けて、何人付けたというのとか、

それから各科目の成績平均点はもちろん、優、秀、良、可、不可の比率とか、あるいはそれぞれのサン

プル答案、各２～ 3 枚ぐらいあればいいですよね。それを取っておく。しかもみんなで見られる。その

時に、絶対に「お前の点数のつけ方は、いったいなんだ！」ということはやらない。あの先生はああい

う考え方でこういうふうに付けているということをお互いに理解し合うような状況を作るということで

す。あまりひどいのは、大学の教員ですから、やっぱり分かります。多分あの人でしょうというような

感じですね。そういうものを集めていくというようなシステムをこれから作ってはどうなのかなと。も

ちろんいろいろ問題があり、抵抗はあると思うんですけれど、そこはフード＆ドリンクまではいかなく

ても、ＦＤというのは楽しいカルチャーだよというのを広げていけばなんとか行けるか、行けないかと

いうそういうところが問題になるのではないかなというふうに思います。

　要するにカバンから取り出すと見えてくる、そういうフォルダ、これがポートフォリオで、あるフォ

ルダには先ほど言った評価とか、相対値の数値とか、通常の GPA とか、先ほど言った別の仕方の GPA

とかが入っている。そういうフォルダを作るのをサポートしてくれる教務課なりにいろいろと頼める。

そのためにいろんなデータを集めるという、そういうふうなコンセプトです。そういうふうに考えると、

今のところ教務課で作ったのは GPA が初めてですけど、それはまさにポートフォリオの入口なのであっ

て、いろんなものが作れなくてはいけないし、その時に重要なのは、サポーターに助けてもらうほうの

主体性ですね。もし僕らが助けてもらう時に、逆にぼやぼやしていると、サポーターのほうがしっかり

していて、走らせてやろう、指示してやろう、とこうなるので、そうなってはまずいですよということ

です。その辺でＦＤ委員会と、各学部のＦＤ組織と教務課と、あるいはもっとほかの連携ということも

やはり考えなくてはいけない。

　最後のこのタブのそのグリーンのところ、この全体ですけれども、基本はやはりファカルティのディ

ベロップメントなので、ファカルティの主体性、それは具体的には各学部の組織になりますよね。その

上にＦＤ委員会というか検討委員会があって、これが学長に付いています。その一番下の学部長会は赤

にしておきましたけれど、どうしてもファカルティなので、これが両方で連携して動かさないといけな

い。それを調整する会とサポートしてくれる教務課があって、こういうふうに動いていくので、この中

で先ほど言ったようなポートフォリオ、いろんな資料を集めていくということになるのではないでしょ

うか。以上です。（拍手）

司会　どうもご協力いただいてありがとうございました。それでは最後、第４ワーキンググループ、飯

塚先生、お願いします。
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◆第４ワーキンググループ報告「教員評価制度の構築」

飯塚　総合知的財産法学研究科の飯塚と申します。これから第４

ワーキンググループの発表をさせていただきます。メンバーは、

人文科学研究科の濱中先生、経営学科の池元先生、イラク古代文

化研究所の西浦先生、武道・徳育研究所の泉先生で計５人です。

　第４ワーキンググループのテーマは、「教員評価制度の構築」と

いうナイーブなものですが、よろしくお願いします。

　今日お話しする内容は、教員評価制度という初めて取り扱うテー

マですので、最初にどうしてこういうものが導入されてきたのか、

導入の状況、目的など、全般的な話をさせていただきまして、最

後にわたしたちのワーキンググループがどういう方向で検討して

いくのかということを、お話をしてまいりたいかと思っておりま

す。

　まず、教員評価制度導入の背景ですが、わたしの認識といたしましては、教員というのは自ら決めて、

自らが律していき、高い倫理性を持って、教育と研究にあたっていくということが望まれていると思っ

ております。したがいまして、昇進、採用の時を除いては、それほど教員と外部からの評価というのは

リンクしていないものなのじゃないかと思っていたところです。それが、教員評価制度という形で、社

会から注目を浴びてきているというのは、大学を取り巻く環境が変化してきていることを挙げることが

できると思っております。

　その一つ目ですが、まず認証評価制度の導入が挙げられるかと思います。学校教育法が改正され、７

年ごとに教育研究と管理運営につきまして、大学自らがレビューするということが求められております。

それとともに外部の評価にもさらされるという形になってきたことがまず一つとして挙げることができ

ると思っております。

　二つ目としましては、少子化の進展に伴いまして、学生の確保において、大学間の競争が激化してき

ていることが挙げられるかと思います。少子化の中で限られたパイを大学間で奪い合うという形になっ

てきつつありまして、マーケットに対してどれだけうちの大学が優れているのかということを訴えてい

く必要性が出てきています。そのツールとして教員評価制度というものが、いま注目を浴びてきている

のではないかと考えているところです。

　これらのことを背景にして、大学内部におけるマネジメントの方法として導入されつつあるのではな

いかと思っているところです。

　ところで、どのくらいの大学で導入されているのかというところですが、ちょっと古いデータですが、

平成 20 年 2 月に行われた調査結果を紹介いたします。これは、全大学にアンケートを送付いたしまして、

国立で 81％ぐらい、私大で 54％ぐらい、公立で 64％ぐらいの回答があったものです。これによりますと、

国立は 82％ぐらいが実施されております。これは、国立大学の法人化に伴いまして、中期目標と中期

計画を作らねばいけない時に、文部科学省が提示したひな型に教員評価制度が含まれていたことがあり

ましたので、国立大学は結構高いパーセンテージで導入が進んだものと思われます。そういたしますと、

大学間の競争という話になってまいりますので、私大のほうでもそれなりに導入されてくるところかと

思いますが、平成 20 年の段階で大体 25％がもう既に導入されておりまして、検討している大学が 45％
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ぐらいありますので、だんだん導入されていく方向にあるのだろうと考えられるところであります。

　どういう目的で導入されているのかというところですが、「教員の自己点検による意識改革」、「教員

個人の研究レベルの向上」、「教員個人の教育レベルの向上」を目的にしているというのが多くの回答に

なっております。教員個人レベルの活動とか意識改革を目的にして導入されるということが多いようで

あります。それに対して、人件費とかのところにつきましては、非常に少なく、組織レベルの問題には

教員評価制度というものはあまり効果的でないと考えられているところかと思います。そして、導入後

の将来の目標としまして、教員個人と組織の目標の連動という形で挙げられており、将来的には私学の

場合であれば、建学の精神に対して教員個人の活動をリンクさせる仕組みにしていきたいと考えている

ところが多いような感じがいたします。そういうところが目的かと思います。

　どういうところで、教員が評価されていくのかというところですが、三つの柱があるのが一般的かと

思います。まず研究部門ですね。それと教育部門。それと管理運営と社会貢献部門が３番目の柱になっ

てくるかと思います。それぞれがどういう項目で評価されていくのかというと、まず研究部門ですが、

論文、学会発表、著書の執筆などが挙げられるかと思いますが、９割ぐらいの大学が、こういう項目で

評価しております。教育部門につきましては、講義演習の担当数、学生による授業評価、教科書などの

執筆などがあり、私大の場合ですと約６割～７割がこれらの項目を採用しております。他に運営のとこ

ろとか社会貢献のところにつきましては、役職、生涯教育の支援、学外の審議会・委員会のメンバーと

しての参加などが挙げられていまして、私大ですと大体 50％～ 70％がこういう項目で評価しておりま

す。

　では、次に、どういう方法で評価していくのかというところですが、大体三つの方法が挙げられるか

と思いまして、総合点算出型、業績段階判定型、目標管理型という三つの方法が一般的に使われている

ところかと思います。総合点算出型ですが、こちらはどちらかというと絶対評価という形かと思うので

すが、素点を出していくという形になります。ある基準に則りまして、例えば、授業数がいくつ以上だっ

たら何点とか、まあそんな形で点数化していって合計していくという方法であります。例えば、試験を

やって、何点というような感じになるのが総合点算出型という形になるのだろうと思います。

　次の業績段階判定型につきましては、優、良、可とか、格付けみたいなものがこちらのほうに挙げら

れるかと思いますが、数量的とか定性的な業績に基づきまして、相対的に評価していって、Ｓ、Ａ、Ｂ、

Ｃとかそんなような形で評価を付けているというのが業績段階判定型で、評価を本人がやる場合もあり

ますけれども、第三者が行う場合、評価者が別にいて評価するというのが一般的です。この総合点算出

型と、第三者が評価する業績段階判定型で行うのが一般的でありまして、次の目標管理型は、民間企業

の労務管理で一般的に採用されていて、評価者と面談をして、１年間の目標、「教育はこういうことを

やります、研究はこういうことをやります」ということを宣言して、１年後に実行できたことのフィー

ドバックを受けて、それによって評価をしていくという形になりますが、こちらはどちらかというと採

用されているところが少ないと思います。

　評価の方法ですけれども、どれか一つというわけではなくて、いくつか組み合わせる形で評価してい

く、例えば、総合点算出型である程度素点を出したうえで、その後に相対的な評価という形で業績段階

の判定をしていくというようなパターンもあるようであります。

　では、その結果どのように使われているのかというところですが、結果については先ほど申しあげた

ように、教員評価の目的が教員個人の活動や意識の改革という形になっておりますので、あまり使われ

てないのですが、強いていえばアメの部分としましては、賞与、一時金と報奨金の支払いの際に使われ

ることがあるようであります。それに対して、ムチの部分ですが、指導ですかね。評価が悪かった教員
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に対する指導という形で使われる場合もあるようでありますが、こちらはどちらかというと国立が積極

的に行っているようでありますが、私大のほうだとあまり多くないと思います。

　いままで、教員評価制度の概略を見てまいりまして、では国士舘ではこの教員評価制度をどういう方

向で検討していったらいいのか、第４ワーキンググループでどういう方向で検討していったらいいのか

というところについてお話したいと思います。

　先ほど平成 22 年の答申の話が出ておりましたけど、ここでは平成 20 年の答申「学士課程教育の構築

に向けて」を見ていきたいかと思うのですが、まずそこでは大学はユニバーサル化してきていると指摘

しています。いろんな資質を持った学生が集まるようになってきている。それに対して、大学は、この

ような学生を受け入れて、質の向上を図っていくというのが使命ではないのかといっております。その

ためには、教育力の向上というものが必要になる、ということをいっていると思います。

　そして、学習意欲の低下や目的意識の希薄化という学生の変化に直面しており、それに対応できるだ

けの職能開発というものをしていかなければならないと答申がなされているわけです。

　これについては、教員の皆さんのコンセンサスといっても、それほど外れてはいないのかなと思って

おります。自分が担当している学生を見ますと、ユニバーサル化というのは顕著に表れているところか

と思います。その学生を学士として社会に送り出すというところでは、自分たち教員の力というものが

問われてくるわけですが、なかなか自分のことを申しあげても力のなさというものを痛感しているとこ

ろです。というところで、こういうＦＤという活動とかあるかと思うのですが、ユニバーサル化という

ところを受けて教育力の向上ということが求められてきているというのは、それほど外れてない議論で

あると思うところでございます。

　それに対しまして、教員を取り巻く環境といたしまして、先ほどから GPA の話が出ていますが、

GPA についての講演の場で、ICU の学長でいらっしゃいました絹川先生が、「ICU の中で大変熱心な先

生がいて、その先生はミニットペーパーなどを利用して、アクティブ・ラーニングを積極的に展開して

います。そういうような教育活動をしている先生は、研究する時間が全然ありません。したがって研究

業績は全然上がらず、当然プロモーションは遅れます。そのような徹底的に教育にコミットする先生を

評価しないこともおかしいことじゃないですか」という旨の発言をなされております。一般的に教員の

評価というところになってきますと、研究面にウエートを置いた評価ということが行われているのは否

めないのだろうと思います。つまり、教員において、教育力を向上していくインセンティブが乏しいと

いえるのだろうと思います。つまり、教育力の向上を上げるという仕組みが現時点ではなくて、教員の

善意に依存しているといえるのではないかと思います。

　さらに、社会から大学を見る視点にも変化があります。読売新聞に大学の実力調査というものが先週

ぐらいからずっと連載されておりますが、その中の調査項目としまして、いろいろあるわけですが、学

生数、専任の教員数、退学率、実習ゼミの有無、授業形態などとともに、先ほどから出ているところで

すが、PBL が導入されているかどうかとか、卒業論文のところとか、GPA などについても挙げられて

います。さらに、教員の教育業績評価というものも挙げられるようになってきています。社会からも、

教員の教育力向上に向けて努力しているのかどうかということも見られる時代になってきているのだな

と感じるところであります。

　そこで、これからわたしたちが検討していくところでありますが、国士舘でのベスト・ティーチャー

ズ・アワードというものを検討していきたいと考えております。現在も学長賞という褒賞制度があると

ころでして、その学長賞の目的に、教育研究として優れた業績があった者を表彰し、教育研究の振興を

図るということが挙げているのですが、研究のところはちょっと省きまして、教育に関する選考基準と
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いたしましては、優れた教育方法の開発や技術的向上に寄与というものが挙げられております。どちら

かというと単発的なものについて表彰しているというような仕組みになっているかと思いますし、過去

の事例では教育に関するところでは、学長賞を受けられている方は多分いらっしゃらないかと思うとこ

ろであります。

　それを踏まえまして、教員が自主的に、さらに自立的に、かつ継続的に教育改善の努力を促進、推進

するような、インセンティブになるような褒賞制度に見直しをしていくべきではないのかなと考えてお

りまして、それについてワーキンググループでは検討を進めていきたいと考えているところであります。

以上です。（拍手）

司会　どうも、20 分というところで、どうも飯塚先生、ありがとうございました。ここで第２部の４

人のワーキンググループからの報告が終わりました。このあと、全体討論を始めたいと思いますので、

どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
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◆質疑応答

司会　それでは、第２部の全体討論に入りたいと思います。まず最初にフロアから各ワーキンググルー

プの発表者に対する質問等がございましたら、受けていきたいと思います。フロアからご質問ございま

せんでしょうか？　はい、永井先生どうぞ。

永井　パネリスト全員に聞きたいんですが、評価する側を評価するシステムというのは考えないんです

か？

司会　先生の評価？　教員の評価ではなくて？

永井　教員を評価する側の評価でもいいし、要するに必ず評価は上から下、評価される人と評価する人

はフリーというのは絶対まずいと思うので。

司会：評価する側を評価する制度ということですね。そしてそれは、上に上がっていくと。常に評価す

る側が評価とは無縁である、いわばクリーンであるという部分が問題であるというご意見なんだと思う

んですね。それで一応私立学校法というような形で一番上の部分はそういう評価ないししばりを受ける

んだと思いますけれども、一応ここではあくまでもＦＤというレベルで議論していくと、二つの方向性

がありますね。１つは教員が学生を評価するという観点で、評価するシステムについての評価という問

題でしょうか。学生の側からどのような形で評価しているのかという評価の根拠が問われているという

部分で、評価のシステムについて問われているというのが一つの問題点。

　それともう一つの問題点は、先ほどの教員評価という部分の評価の主体がどうあるべきかというとこ

ろの議論なんだと思うんですけれども、これはやはり評価というところを扱っていると第４ワーキング

グループの飯塚先生、その辺り、いろいろ総合点とかいろんな形でお話されましたけれども、それを統

括する部分と言いますか、その部分はどのような形、あくまでも教員ですからそれは自主申告に基づく

とかそんなような理念でしょうか？

飯塚　ご質問ありがとうございます。評価手法につきましては、今後の検討課題していくことになるか

と思っています。基本的なやり方につきまして決めていったところでその評価の話になってくると思う

のですけども、アイデアといたしましては、こんなふうなことも考えられるのかなとは思っております。

専門性とか教育分野におきまして、ユニットを作っていくと。2、30 人ぐらいのユニットを作ってまい

りまして、その中からまず定量面からグッドティーチャーというものを選ぶ。定量面でございますので

そこではある意味裁量をできるだけ排除するような形でグッドティーチャーというものを選ぶ。

　その中で、グッドティーチャーに選ばれた先生が希望するのであれば、今日もちょっと議論にも出て

おりましたけども、ポートフォリオ、すなわちティーチング・ポートフォリオとか、アカデミック・ポー

トフォリオというものを検討していって、エビデンスを提出してもらい、それをベースにして一定の合

議体を作りまして評価をしていくという形で、できるだけ合理的な評価ができるような仕組みというも

のを考えていく必要性はあるんだろうと思っております。まだ、議論は始まったばかりですので、具体

的な方法については今後考えてまいりたいかと思っています。できるだけ客観的に合理的な形で選べる

ような仕組みができたらいいなと思っているところです。

司会　どうもありがとうございます。ティーチング・ポートフォリオ、アカデミック・ポートフォリオ

という形で、大学教員のアカデミックな活動をポートフォリオ化していく。データとして蓄積していく

という部分の中に、先ほど言われました教育、研究、社会貢献の三つの教員の活動分野についてのエビ

デンスをまとめたものを教員それぞれが教員の主体的な判断でしっかり持つのか、あるいはシステム的
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に全学として持つのかとか、そういう部分について、土持先生から、ご発言お願いします。

土持　私がここで話すことは、まだ帝京大学でも発展途上で、議論の余地がたくさん残っております。

ここで議論されたようなことは実は帝京でも議論していまして、ポイント制ということが出ております。

研究、教育、それから社会貢献のポイント制というのが出ておりまして、このポイント制というのは研

究と社会貢献は何とかなるけれど、教育のポイント制はないのではないですかということに関しては、

帝京大学では教育だけはポイント制にしないで先生の自己申告のティーチング・ポートフォリオを入れ

ようとしています。

　昨年の４月から帝京大学はティーチング・ポートフォリオで教員の教育業績を判断するということで

す。先生方は、昇進、昇格の時は義務化されていますから、当然出してきます。ポートフォリオだけで

はありませんので、研究と社会貢献を見て、やはり最終的に教育はどういう教育をされているかという

ことを見るのがいちばん大事だと思います。日本ではその辺りはあまり注目されていませんが、いちば

ん大事なことは、アカウンタビリティー、説明責任です。学生から高い授業料を取って、それが授業に

還元されていなければ、アメリカだったら訴訟されるわけですから、そういう意味でティーチング・ポー

トフォリオというのは、どういう授業をしているかを見るうえですごく大事です。それも上からの目線

ではこれはどうにもなりませんので、先生に自己申告してもらいます。その自己申告したことをベース

に評価してもらうということです。

　先ほどの誰が誰を評価するのか、評価基準はどうなのかというようなことは極めて大事であるし、難

しいです。評価するというのはどうしても上から目線で評価せざるを得ないので、いつも評価される側

というのは不利な立場になるわけですし、評価する側はいつも評価されないで生き残るということは許

されないことです。本当は学部長、学科長を先に評価してから教員評価してもらいたいと、私は個人的

には思っているんですが、これは土台無理な願いであって、このためにどういうふうに諸外国はやって

いるかというと、まず評価基準を情報公開し、しかもインターネットで公開しているわけです。



43

　例えば、オーストラリアのアカデミック・ポートフォリオは、どういう人が教授に昇進する、准教授

に昇進するというのをインターネットで公開しているわけです。そうすると、これは学部長、学科長の

トップの人は誰が評価するかわからないけれども、そう勝手にはできないわけです。もうみんなの目に

さらされているわけですから。できるとしたらそれくらいしか我々は客観的な評価はできないではない

かということです。

　帝京大学はその辺りは私の研究分野でもある研修を９月 19 日から後期の授業が始まるのを前に、９

月 18 日の１時から学部長、学科長、そして学部長、学科長が推薦する教授を集めて徹底的にやるのです。

それは評価のための研修です。その同じものさしを教員研修でも使っています。これがやっぱりすごく

大事なことで、ものさしは評価する側もされる側も同じものさしを持っているということです。それを

評価する側にも我々が集めてやります。これは半日の研修です。今現在先生方はティーチング・ポート

フォリオの研修を受けていますが、これは４回の研修を受けて、認定書をもらうことになっています。

同じものさしを使ってやっているわけです。ですから評価される側もする側も同じものさしでやってい

るので、本当は少しましです。

　しかし、これは必ずしも正しくないです。なぜかと言うと学部長、学科長が、そういう評価に関わっ

て、個々の先生の評価に関わるというのは望ましくありません。最終決断ですから。しかし、うちの場

合はまだそこまで至ってません。これから５年、10 年すれば、今ティーチング・ポートフォリオを書

いている人たちが徐々に上がって、多分そういう学部長、学科長から推薦された人事委員会になって、

先生方のティーチング・ポートフォリオを評価するようになります。その過渡期の段階では学部長、学

科長でも仕方ないからお願いしているということでやっていますから、本来は時間が経てばそういう人

たちが将来ティーチング・ポートフォリオを書いた経験のある人が、ティーチング・ポートフォリオを

書いた人を評価することになります。今のうちの場合学部長、学科長はティーチング・ポートフォリオ

を書かないわけですから、教授の人は誰も書かないです。だからそういう人は評価基準があっても自分

でティーチング・ポートフォリオを書いたことがないからよく分からないと思います。

　ですから、これは欧米などは 10 年、20 年かかって蓄積されてきたのです。先ほど GPA の話が出て

おりましたけども、やはり苦労して、苦労して、苦労して作り上げていくもので、そう簡単に右から左

ということにはならないと思います。我々はそういうふうにやっているということをご紹介したいと思

います。ありがとうございました。

司会　どうもありがとうございました。ティーチング・ポートフォリオ導入の実際についてのご説明、

なるほど、さすがだ、というところで非常に感銘致しました。併せて評価の部分で、学生の評価の基準

を公開する、説明するというところでは木阪先生、どうでしょう。その辺は学生の成績評価を自分はど

のような形で成績として評価をしているのかということについて、学生の側からは説明責任として当然

出てくるでしょうね。学生からなぜ、木阪先生は私に 83 点なのかという疑問に、きちっと説明してい

くという部分についてです。一応シラバスの中に評価基準については概略で出ておりますよね。

木阪　基準ということを言えば、当然そこで書かれているものですが、それは非常に抽象的ですから、

授業の中で具体的にどう学生に周知させるかということでしょう。要するに、それは一般的ではないで

すよね。もともとの質問に少し戻るんですけど、要するに評価というのはある意味で当たり前の話です

が、当然評価に対する評価ということを言い始めると、無限後退しかないですよね。そうするとどうし

たって最後は、評価する者と評価される者が同じ人間になるところに戻ってくるしかないんです。これ

は間違いなくそうですね。その時に、つまり自分が自分のことを評価するということをしなくちゃいけ

ない。これはやっぱり僕のさっきの言い方だとそれは自己啓発になるし、もしも学生を巻き込んでとな
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ると、学生も教員もその授業をやる中で、自分で自分を評価するような共通の何かを持つということで

すね。それができるかできないかだと思います。

　具体的には、例えば、一つは、こういうこともあるんですよ。つまり、学生に相互評価させるという

のが重要だと思います。たまたま自分のこと言っちゃいますと、成績評価全体の３割は平常点部分にし

ているのですが、それを私が評価する点数ではなくして、例えばグループディスカッションをさせて、

お互いにお互いを評価させたものを成績に反映させてみるんです。もちろん、それをアカウンタビリ

ティーにどう繋げていくかということが課題なのですけども、授業が求めている基準を周知させつつ学

生自身でもそれを自分で考えてみさせるということじゃないでしょうか。

司会　どうもありがとうございました。永井先生、こんなところでよろしいでしょうか？

永井　多分自己評価を皆さんしていくのでしょう。自分で自分を評価するということでは、木阪先生の

話が最終的に帰結となるのでしょう。

司会　そろそろ本日の主体的な学びといいますか、PBL、アクティブ・ラーニングの部分について議論

に入っていきたいと考えています。私ども教員が、いわゆる知識伝授型といわれる形態の講義＝座学を

行っていることで、一方向であるところで一方的な形でいわれているわけですけれども、当然我々もた

だ一方向だけの授業をしているといってもこういう講義の中でアイコンタクトと言うんでしょうか、学

生の納得している顔というのをしっかり見つめながらやっているんだということです。いわば、鵜飼で

すね。鵜飼的な手法の教育だという形でも言われておりますけれども、いずれにしても本日の議論で、

まあそういう従来型のものとアクティブ・ラーニング、能動的な部分をミックスしてやっていくという

ことの重要性、それは主体的にいろんな社会的な課題に対してぶつかっていくというような形での、問

題解決能力とかリーダーシップだとか様々な違ったものが、ポスト近代では要求されるようになったん

だという部分が、本日の川島先生の PBL のご主張のベースになった議論だと思いますが、その辺、自

分はこんな講義実践をしているというところで、何か一つご意見をフロアからいただきたいのですが。

岸本　授業で最も重要なのは、学生が主体的に学ぶということをどうやって動機づけてやるかというこ

とです。私の毎回の授業で 14 回テストをします。これはどういうことから始めたかというと、成績の

精度を上げるということですね。最終的には、やっぱり５段階になってしまうんです。その最終テスト

で１点、２点の差を説明できる先生なんて誰一人といないと思います。同じ点数で同じような試験を

10 回やりますと、10 回の平均点というのは 10 倍の精度を持つということですから、精度を上げるとい

う必要があるので、この精度を上げていくプロセスを学生に教える。今日はここの勉強をしまして、こ

こまでやったから何点あなたに付けてあげますというテストをやるんです。それをダーッと貼り出す。

なぜかと言うと、これは木阪先生がおっしゃっていたように、クラスの平均点が自分のポジションを決

めていくという認識で、自分は何を学習すればいいかということを自覚させます。

　そして学生にもう一つ話を聞いているのは、試験の難しかったか、易しかったかということなんです。

これは、難しいから易しい問題を出すとか、易しかったから難しい問題を出すということはしないで、

１年間のシラバスに則ってテストをするわけですけれども、難しく感じた学生はなぜ難しいと感じたか、

なぜ易しいと思ったかというところをこちらでフォローしながら授業をやっています。ということは私

のこのかなり厳しい授業で、落す学生も結構いますが落されたことに納得するし、一方では合格したこ

とに納得するという最後の感想が得られるので、ある程度の効果を上げているということになります。

　ただ、理系の授業というのは非常に困ったもので、文系の授業と恐らく違うだろうと思いますが、特

に技術的な問題というのは毎年新しいものが出てきているわけです。しかも、非常に教えることが多く

なってくる。そうすると去年のものはまったく使えなくてまた新しいものを使うということになりベー
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スとなっている科学技術がたくさんあるところで、最新の例えば iPS 細胞を説明しようとした時に、新

聞のネタとして iPS 細胞はきっと説明できるんですが、それが実際に生物学的な、化学のプロセスから

説明しなければいけないとなると「DNA の中にどうやって組み込まれるの？」なんていう話を最初に

いきなりやったら誰も分からないということです。

　ですから、そういうことを機動的にやるということへの葛藤というものはあります。新しいエンジン

が出ました。ハイブリッドになりました。「ハイブリッドってなぜエンジンよりも効率が高いんですか？」

「エネルギーを貯める、最初の電池の中に入っているエネルギーってどうやって作るんですか？」みた

いなね、そういう話もずっとやってくとやはり本当に時間が足らなくなってしまうというところと点数

の関係の中で毎年悶々として授業をやっているわけです。そこで評価の精度を上げるというところに注

目して授業をやっているということです。

司会　どうもありがとうございました。学生の主体的な学びへの動機づけには、なかなか非常に苦労が

つきものだということがよく伝わってきました。どうですか？福永先生、はい、TA を使った授業をやっ

ているというところで、どうでしょう。新思考の部分。

福永　法学部の福永と申します。講義について言いますと、私は、BRD 方式というものを採用してお

ります。これは Brief Report of the Day といいます。いま、岸本教務部長がおっしゃったのと同じよ

うに簡単な試験を毎回やるんですけれども、むしろ逆の発想で、成績評価の精度を上げるためではなく

て、主体的な学びをさせるために BRD 方式というものを採用しております。

　これの特徴ですが、講義を３分割にします。まず最初の 10 分間を予習の時間に当てます。そして、

真ん中の 60 分から 70 分の時間を私の説明に当てます。さらに、最後の 10 分から 20 分ぐらいを復習の

時間に当てます。学生に「予習してきなさい」と言ってもやってきませんので、最初に当日のテーマを

示して、「今日はこのテーマについてやります」「テキストはここからここまでです」と言って予習させ

ます。説明のためのプリントは３枚、必ず３枚にしてあります。それは、1 枚約 20 分から 25 分で説明

するためです。予習をさせている間、私はじーっと学生達の様子を見ています。最初は教室の中が少し

ざわついていますので、私語をしているような学生には注意を与え、10 分間の間に予習をさせながら

教室の中を落ち着かせます。その後、目を通してもらった３枚の講義資料を、1 枚ごとに区切りながら、

つまり講義資料を交換するタイミングで学生達に一息つかせながら私が解説をしていきます。最後に、

当日やったテーマで使ったプリントに関連する内容につき、小テストを利用して復習させます。そして、

その小テストの解答を予め準備しておき、それと引き換えに BRD（解答）用紙を提出させます。けれども、

それにあえて点数を付けて評価はしません。講義に参加したこと、つまり講義で主体的に学んだこと自

体を評価するというやり方をしております。

　このような方式について授業アンケートをやりますと、学生の満足度は高いようです。ただ、これを

５年ほどやってきましたが、教員のほうの事前の準備や事後の BRD 用紙のチェックや整理がとても大

変です。また、毎回予習から復習まできちんと教室内をコントロールしなければなりませんので、大人

数の教室では TA なども利用していますが、大変なエネルギーが必要です。その辺りの苦労については、

まあ善意でやるしかないということでしょう。それを国士舘大学が評価してくださるわけではありませ

んので、自己評価して、満足している次第です。以上です。（拍手）

司会　どうもありがとうございました。福永先生をご指名して良かったなというところであります。そ

うですね、先進的な取組を善意の自己評価で頑張っておられる。教員の教育の評価というものをどこか

に取り入れていかないと、やはり教員のインセンティブというのは高められないんだなという気は痛感

しております。こういうＦＤの会においても、参加する顔ぶれは、どちらかというと定着しているとい
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う中で、フリーライダーというべきか、社会学だとジレンマ、経済学だとフリーライダーと言うそうで

すけども、まあこういう層を取り込むためには、どうインセンティブでしっかりＦＤ主導といいますか、

教育のディベロップメントということでしょうか、その教員の教育力評価を推進していくんだという教

育目標が重要なポイントではなかろうかと思います。

　今日第１ワーキンググループでは各学部に適した e- ラーニングの検討ということを課題として指摘

を受けました。第２ワーキンググループの「PBL 教育の構築について」というところでは、クリッカー

とかミニッツペーパー、リアクションペーパーみたいなものを通常の教育の中に導入していくというこ

とは必要だろうという提言もありました。第３ワーキンググループでは当然学習ポートフォリオ、そし

て授業評価のところでも先ほどアカデミック・ポートフォリオというのが出てまいりましたけれども、

情報メディアセンターでは、次年度以降の e- ラーニングのシステムの中にクリッカー、それからポー

トフォリオ機能というものをシステム的にビルトインしたものを採用しようというところで現在動いて

いるところです。

　その辺で、今日いろいろと議論があったと思いますけれども、ＦＤに正誤はないということが、第３

ワーキンググループの発表の中でありました。相互理解、共通意識、共通感情、そして常に試行錯誤を

続けなければいけないんだという部分で、あまり相互批判というのは有効ではないというようなご意見、

実感のこもったところであろうかと思います。わたくしも木阪先生も常に議論し合うと相互批判に発展

するような形で、淋しい思いがあるとしても、そういう淋しい思いを乗り越える熱い友情というのは、

ボカン、ボカン殴り合った後に、『あしたのジョー』のような形で、明日に向かっては生まれるかもし

れません。出来得れば、土持先生、今日の四つのワーキンググループの報告を聞いた最後の締めの部分

を、お話をいただき、それを受けて磯辺委員長にもまとめをいただいて、教務部長に閉会の弁で終わる

という形で、私の中では絵を描いております、どうぞ、土持先生、よろしくお願いします。

土持　残りの短い時間にまとめるというのは、これは至難の業でありますが、帝京大学も国士舘大学と

非常に似たような状況にあります。例えば、今日のこの講演会の後のワークショップ、パネルディスカッ

ションは、人が少ないですよね。もう帰ってしまってほとんどいらっしゃらない。多分皆さん方の周り

を見ていただくとわかると思うのですが、ほとんど常連が来ていると思います。我々は、いつもＦＤで

はここに来ないのが問題なのだと思います。来ているのは問題ないのだと思います。来ない人をどうか

ＦＤに巻き込まなければいけないということをずっと私は弘前大学でも言い続けてきたんです。

　ところが、今世界の状況はどうなっているかというと、来ない人は無視しましょう。来ない人は自然

淘汰させましょう。これが今主流になっているのです。なぜかと言うと、来ない人が来て、一生懸命や

ろうとする人の足を引っ張る。これは一番迷惑ですよね。もう静かに寝てくれたらいいという、学生と

一緒ですよ。無駄口するくらいなら静かにいびきをかかないで寝てほしいという、これは教員の願いと

一緒でね、こういうことですよ。だから、あまり来たくない人は来なくていいということです。

　ただし、来ている人に何かインセンティブがなければいけない。これは当然のことです。だからうち

はティーチング・ポートフォリオをやっています。ティーチング・ポートフォリオではこういうワーク

ショップ、パネルディスカッションに入った人はポイントが付くことになっているわけです。ですから、

これは授業改善報告書も毎年書いていますけども、こういうパネルディスカッション、こういうところ

でこういう部会でこういうことをやったというのは、やはりインセンティブとして入れていって、それ

をさらに評価してもらうという何かがないといけない。来ない人は来ない人でペナルティを付ける必要

は私はないと思うのです。ペナルティは良くないです。しかし、来た人にはプラスアルファがあってし

かるべき。来ない人はそれに対して文句言えないわけですから、ペナルティ付けたら文句言うかもしれ
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ないですからね。そういうことが一つあります。

　それから先ほどおっしゃったようにどういう授業をしているか。毎回試験をしています。これはまさ

しくアメリカがやっていることです。アメリカは学生の点数が悪かったらもうすぐ文句が来て、それを

学部長、学長に言って大変なことになるので、大学を巻き込むことになるので、どういうふうにするか

というと毎回毎回テストをするんです。そうすると学生はもう自分の点数が分かっているのです。そう

すると幸いなことに最後までいかないで途中で落してくるかもしれない。平均点数がわかるから大体自

分のレベルというのはわかってくるということです。ただ、毎回テストをしなければいけないので先生

は苦労します。

　ただテストをする時も、さっきの学習ピラミッドじゃないけれども、人間の能力というのはいろいろ

バランスがあると思います。筆記試験の得意な子、レポートの得意な学生、ポートフォリオの得意な学

生、選択科目の得意な学生、いろいろいると思うので、そういう能力が網羅されるような、一つだけの

試験じゃなくていろんな角度から評価するように、極力努めたらいいかなと思います。

　皆さん方は、今まで日本の場合は通年制の授業をやっていたものから半期制になっているわけです。

要するに、この大学の授業というのは短期集中型です。これはアメリカから来ているわけですが、要す

るに語学なんかが典型的で、短期に集中的にやると能力は抜群に伸びるのです。その間厳しい試験、過

酷な試験をするほど伸びるんです。要は短くしなくてはいけないのです。それは１年も続けて過酷な試

験をするとみんなノイローゼになります。慶應義塾大学では、１年を４学期制にするという、これはも

うまさしくその線に行っているのです。要するに学生は、これからますます短い短期集中型で集中的に

やっていくということになります。

　それから、もう一つは、教育的評価というのが出ていましたが、評価は今日メーンのテーマですけど

も、評価は難しいです。学生に、「あなたは大学生好きですか？」「大好きです」と言いますね。教員に「あ

なたは大学の先生になって幸せですか？」と。「幸せです。こんなに素晴らしいのはありません」。二つ

に共通したのは、「評価がなければ」というのです。だから学生にとっても教員にとっても評価という

のは極めて嫌です。でも、避けて通れないです。

　ここで評価ということに二つの言葉があるということを是非覚えてもらいたいんです。一つは「エバ

リュエーション」、一つは「アセスメント」ということです。アセスメントも実は、言葉は精査とかい

ろいろな日本語がありますが、「評価」と一般的に訳しています。でも、アセスメントが評価で、エバリュ

エーションも評価だったらなんで二つの言葉を使い分けるのか。二つは違うのです。アセスメントは確

かに評価だけど、評価が違うのです。それはどういう評価かというと、「改善を促す評価」です。だか

らアセスメントというのは学生とひざを交えて自分の成績について、「あなたはこういう成績ですよ。

こういうところを見れば、こう改善しますよ」というのがアセスメント。要するに教育的評価ですよね。

大学、教育機関においては、エバリュエーションはやめなければいけません。全部アセスメントですよ

ね。そういう意味でやはり意識の中で、私はただ冷たい議会みたいにバンとやるのではなくて、アセス

メントで常に学生の向上、改善を願った評価をするんだということが一つあります。

　それから、アクティブ・ラーニングが非常に大事だということ。PBL の話が出ておりましたけども、

ミニットペーパーとかクリッカーというのは出てきます。例えば、ミニットペーパー、多くの先生がミ

ニットペーパーをやってらっしゃると思うのです。授業の最後に５分か３分ぐらいで学生に今日のこと

を書いて出す。出席カード代わりにもなるし、次回のところの先生がそれについてフィードバックする

ことができます。このミニットペーパーは、もう少し工夫が必要です。どういう工夫かというと、ミニッ

トペーパーを書かせる前に私がさっきフロアでお願いしたように、隣の学生とミニットペーパーのこと
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で１分間議論させるんですよ。「あなた、どうでした？今日の授業。どこが分からなかった？どこが楽

しかった？」ちょっとワンクッションを入れて、それからミットペーパーを書かせるんです。そうする

と今日のラーニング・ポートフォリオの三つの要素の部分が入ってくるんです。これがちょっとした工

夫改善で、ミニットペーパーが、いわゆるラーニング・ポートフォリオ・ジュニアの役をするというこ

とです。

　クリッカーというのが私は非常に目から鱗だったのは、カナダのクイーンズ大学に行ったら、クリッ

カーを非常にうまく使う先生が東北大学にいらして、帝京大学までお呼びして、そのクリッカーの話を

してもらったのですがクリッカーというのは普通、「正解は何番ですか？」とこうやるのです。その動

向を見て、間違いが多かったらもう一回先生が授業をやるという、それがクリッカーを購入するときそ

ういう説明があるわけです。

　このジョナサン先生は、クリッカーを別の使い方をしています。先生が、「クリッカータイム」と言っ

たらもう学生は一斉に手を叩いて楽しむのです。それは回答じゃなくてどういうことをするかというと、

学生に、間違った学生になり代わって、なぜこの学生は、この間違った番号を押したのか考えましょう

というクイズです。そうするとものすごく深く考えるわけですね。間違いですね、正解ですね、ではな

くて、なぜこの人が間違ったのか、それを推測して議論しましょうとは非常に奥深いことです。

　ですからミニットペーパーにしてもクリッカーにしても、ちょっと工夫改善すると、人ができないよ

うな、別の私がやっていることじゃなくて、そういうふうなことが紹介されているというようなことを

今後の是非検討課題としてやっていくことです。ただ、外国でこうやっているから、よその大学でこう

やっているからじゃなくて、国士舘大学ではこうやるのだというようなことを、やっぱり付加価値を付

けることが今後の取り組みやＦＤにとってとても大事だから、そういうためにも「フード＆ドリンク」

をもっと豪華にして、先生方に秘密の仕掛けをして（ちょっとお酒を飲ませて）聞き出して、自分の授

業にちゃっかり取り入れることです。国士舘大学の授業をレベルアップするのだったら、同様のことも

うまく利用したらいいのではないですか。以上です。

司会　どうもありがとうございました。「フード＆ドリンク」、鷹取課長いいですね、次回はもうちょっ

とボリュームアップ、レベルアップしましょう。次に、磯辺委員長に講評をお願いします。

磯辺　本日の第１ワーキンググループから第４ワーキンググループのパネリストの方々、大変ありがと

うございました。本来ですと来年３月が第 3 期ワーギンググループの中間報告といいますか、検討の進

捗状況の報告予定でしたが、ご挨拶の中でも述べましたように、土持先生のご講演テーマが第 3 期ワー

キンググループの各テーマと通じるものがあるということで、敢えてこういう形でさせてもらいました。

　今日、それぞれ 4 つのワーキンググループよりご報告していただきましたが、各ワーキンググループ

の検討課題のテーマは違いますけれども、私は、底辺に流れている課題は、つまるところアクティブ・ラー

ニングに関わるというところでつながっているのではないかなというふうに認識しています。それで土

持先生には、ご講演前に、「今こういうことを、本学では検討課題としておりますので、どうぞ、アクティ

ブ・ラーニングに関していろいろとご紹介してお話ください」とお願いしたんです。そうしたら、「いや、

まさに今日はその話をしに来たんです」と言われたので、「ああ、それは良かった」という思いをいた

した次第です。

　今日は、いろいろお話をお聞きして、私も随分勉強になりました。ご存じのように、現在、大学進学

率は、50％を超え、一昔前でしたら大学に入れないような人が今はどんどん入ってくる時代になってお

ります。そういう意味で言うと、学力不足で、主体的な学習意欲もない学生を相手に、従来型のやり方

で教育しているとどんどん落ちこぼれが出てくるという懸念が予想され得るわけでありまして、こうし
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た観点も含めて、今回こういう形でのテーマでお話を拝聴できましたことは、大変有意義でよかったと

痛感しております。

　今、一番われわれが共通に思っている課題点は、受け入れた学生がいかに自主的に、主体的に学習意

欲をもって授業に取り組むようになるかの構築の一点に集中するのかなと認識しております。その点で、

今回の第 3 期のワーキンググループはここに基点を置いて検討しようということでもあります。

　学生が主体的に、自主的に学習意欲を持って授業に取り組んでくれるかということなんですが、当然

これは学生だけの問題ではなく、われわれ教職員側にとってもその姿勢を持って臨まなければいけない

ということですね。そういうことで申し上げれば、今日は何らかのそういうことに関してのきっかけの

話がある程度できたのかなと思いました。

　それからもう一点、私の認識不足だったのですが、このアクティブ・ラーニングというのを双方向型

というような感じで、能動的な学習という理解でいたんですが、今日の土持先生のお話ですと、そうで

はないんだと、つまり、フィンク博士でしたかね、もうアクティブ・ラーニングではなくて、スチュー

デント・エンゲージメントという概念が入ってきている。つまり、単なる双方向型ではなくて、スチュー

デント・エンゲージメントということで、学生をいかに取り込んで、授業を進めていくかということで

すネ。

　ですから、例えば教壇に立ってずっと講義するのではなくて、通路を行ったり来たりしながら、学生

と直かにコミュニケーション等をとり、そういうことをしながら学生に飽きさせないでやっていくと

いったこともこのスチューデント・エンゲージメント、つまり学生を巻き込むという、そういう概念へ

と進んでいるということですね。それを今日初めて知りました。もうこのアクティブ・ラーニングの概

念が、アメリカではさらに一歩深化しているんだなと知り大変勉強になりました。

　さらにもう一つは、ＦＤはもう死語で、今はエデュケーショナル・ディベロップメントだと伺ったと

いうことですネ。これは、私は本当にびっくりしました。わが国においてＦＤというのが義務化されて

まだそんなに長い時間が経過していなく、質的も十分に定着していない中で、もうそれがアメリカでは

死語になっているということですからね。随分と日本はアメリカに 10 年あるいはそれ以上に遅れてい

るなという感じを抱きました。エデュケーショナル・ディベロップメントでしたか、われわれも、これ

までのＦＤではなくてＥＤという認識で、これから取り組んでいかなければならないのかなと、そうい

うことを実感しました。今日は白熱した大変中身の濃いシンポジウムではなかったかなと思っておりま

す。土持先生そして 4 人のパネリストの先生方、大変ありがとうございました。（拍手）

司会　どうもありがとうございました。それでは、続きまして、教務部長の岸本先生に、この２部の最

後のクロージングのご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
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閉会挨拶

岸本　健
（教務部長）

岸本　最初に、土持先生におかれましては、大変長いこと熱弁を

ふるっていただいて相当疲れられたと思っております。その内容

に大変感銘を受けたし、新しい内容を盛り込んでお話いただいき

ましたことに大変厚く御礼を申し上げます。（拍手）

　シンポジウムでは、基調講演との関連で、当意即妙のコメント

をしていただきましたことも、感謝申し上げます。

　また、第１ワーキンググループから第４ワーキンググループの

先生方、どうもありがとうございました。事前の準備や、報告事

項を深く掘り下げていただいたことは大変有難いと思います。

　この中でいろんな課題が出てまいりました。教務として取り組

むべき課題をたくさんいただきました。前回のＦＤの委員会の中

でも、教務に多くの課題をいただきました。GPA の問題もそう

でした。そのいくつかは、うまく動いているところもありますけど、いくつかは消化して参りました。

大半はまだ積み残しをしたままになっているうえに、また宿題をいっぱいいただきました。

　私は先生方の意見をちゃんと聞いて、全学的に見てどのように、まな板の上に上げて料理していくか

を考えるポジションにいます。非力ですので、大学のマジョリティとして平均をちょっと越すぐらいの

線でのレベルになりますが、出来るだけ早くに多くの課題を実現するような道筋をつけさせていただく

という使命で動いております。

　今日は、ありがとうございました。（拍手）

司会　どうもありがとうございました。これで、第２部は終了ですが、アンケートの記入をよろしくお

願い申し上げます。次の第３部は、メイプルセンチュリーホールの１階のサブウェイで行います。第３

部、フード＆ドリンクの花はここに持ってきていますので、是非、そちらのほうで熱い議論を続けてい

ただければと思います。

　今日は本当にありがとうございました。（拍手）
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◆ Food & Drink



53

資　　　　料
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基調講演資料
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第1ワーキンググループ資料
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第2ワーキンググループ資料
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第3ワーキンググループ資料
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第4ワーキンググループ資料
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