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開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）

　磯辺　武雄
（文学部　教授）

 

 本日は、学年度末等で何かとご多忙の中、第 10 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。

本日は、ご案内にもございますようにファカルティ・ディベロッ

パーとして、全国の大学教員向けの研修指導をされ、また、日本中

退予防研究所も運営する NPO 法人 NEWVERY フェローの樋栄ひ

かる先生を講師にお招きいたして、第 2 部では『授業が生まれ変わ

る！～学生理解に基づく FD2.0 ～』という演題でのご講演とワーク

ショップのご指導をして頂くことになっております。先生にはご多

忙の中、ご講演等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。

先生の演題のサブタイトルの FD2.0 というのは、日本中退予防研究所で高等教育機関中退者へのイ

ンタビュー通じ、その中で表向きには「経済的理由」が中退理由とされる一方で、実は「授業内容に意

義を感じない」「授業内容がわからない」「友だちがいない」「授業のやり方が合わない」といった理由

で中退をしているケースが少なくないということを報告されておられます。

こういうことを踏まえて、授業改善を実施するうえでカギとなるのは、「学生理解」が大事で、日本

中退予防研究所では、その学生理解の入り口として「ティーチング」と「カリキュラム」の改善を両輪

に据えたＦＤ実質化の活動に取り組んでおられ、このことを『ＦＤ 2.0』と定義しておられます。

本日の第１部の第３期各ワーキンググループの中間報告に共通する理念は「魅力ある授業とは何か」、

「学生の理解を深める授業デザインの構築」というものであります。

従いまして、各ワーキンググループの検討課題は、本日の樋栄先生の講演内容及びワークショップ

と密接に連関するものであります。

限られた時間ではございますが、第２部の後半あるいは第３部の意見交換会では活発な質疑応答を

期待いたしているところでございます。

本日のシンポジウムが今後のＦＤ活動の取り組みに活かされることを願いまして開会のご挨拶とい

たします。
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挨　　拶

国士舘大学　学長

三浦　信行
（政経学部　教授）

こんにちは。本日は、年度末のご多用中にも関わらず多数お集ま

りいただきまして、誠にありがとうございます。さて、先ほど司会

者と磯辺委員長からご案内がありましたように、『授業が生まれ変わ

る！学生理解に基づくＦＤ 2.0』と題してのご講演のために、慶応義

塾大学湘南藤沢（通称ＳＦＣ）で「プレゼンテーション技法」の講

師も勤めておられる樋栄ひかる（ひえ・ひかる）先生にお越し頂き

ましたこと、誠に有り難く厚く御礼を申し上げます。

　ご承知のように先頃、中教審の次期会長に決まった前慶應義塾長

で日本学術振興会理事長の安西祐一郎（あんざい・ゆういちろう）

先生は「大学教育の質の転換は必須。主体的学びに学ぶ力を身につけられる教育にしたい」と抱負を語

っておられます。本学では「主体的学び」について、いろんな角度から専門家の先生からご講演をいた

だきました。本日は、本年度の締めくくりとして、「学生の学びの意識を変えるには、先生がまず変わ

らねばならない」をコンセプトとして、ＳＦＣで学生に人気がある先生にご登壇いただき、その斬新な

授業の一端にふれていただきます。どうかご期待下さい。

本日の講演ならびに研修が、皆さんにとりまして実りあるものであることを祈念いたしまして、簡

単でございますがご挨拶に代えさせていただきます。
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プログラム

「第３期中間報告　～学生の主体的学びへの転換～」

趣旨説明（司会）　  加藤　直隆

第 1 ワーキンググループ　  石山　健一

第 2 ワーキンググループ　  川島　耕司

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

　



4

◆趣旨説明

　ＦＤ er

　加藤　直隆

　（ＦＤ委員会副委員長）

（法学部　教授）

加藤　それでは、本日のシンポジウムのほうに入ってまいりたいと

思います。今回のシンポジウムのテーマは「第３期中間報告　学生

の主体的学びへの転換」ということでございます。第１期２年、第

３期目ですのでちょうどその一年目が終わったところです。通算５

年目になります。

「主体的な学び」と申しますと、国士舘大学は吉田松陰の志とい

うものを、建学の精神の中で創立者柴田徳次郎先生がそれをしっか

りと中核に据えたということです。先頃、NHK の BS 放送では、スー

パーティーチャー吉田松陰の松下村塾の画期的な討論的授業即ち、

学ぶ動機と志を明確にして「君は何のために学ぶのか（学問をする

のか）」を問う個性を重視のマンツーマン教育を行う現代の白熱教

室、「元祖白熱教室はサンデルではなくて吉田松陰である」という

視点で歴史を読み解くという番組がありました。

そういう中で、『そうか、国士舘大学は「主体的な学び」の教育というものを、連綿とその根幹に据

えてやってきたのだな。だからこそ創立 100 周年を迎えるあたり、一世紀の歩みを振り返り、次の 100

年の新たな歴史の創造に向けての新たな一歩をふみだすのだな」というところで我が意を得ました。今

後その辺りをしっかり中核に据えてやっていきたいと考えているところであります。

今日の第１部は、第１ワーキンググループから「e ラーニング導入について」。第２ワーキンググルー

プから「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」。そして第４ワーキンググループは「教員評価制度の構築」とテーマで、それぞれのワーキ

ンググループを代表する先生にご発表して頂きます。
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◆第1ワーギンググループ報告「ｅラーニング導入について」

石山　政経学部の石山と申します。第１ワーキンググループのテー

マは「e ラーニング導入について」です。川田（儀博）先生、竹村（英

二）先生、山本（浩美）先生、桜井（美加）先生、そして私、石山

（健一）の５人のメンバーで取り組んでおります。

まず初めに背景からご紹介します。先ほど学長のお話の中にも

中教審の安西（祐一郎）先生のことが出てきたのですが、実は私も

先月、安西先生のご講演を拝聴しまして勉強したことがあります。

その講演の冒頭では、問題視されていることとして、最近若者

の勉強時間が減ってきているということが指摘されました。高校生

や大学生の学習時間が減少している。それはどうしてかと申します

と、高校生の場合、今二人に一人が大学進学する枠で考えますと、

もうこれは今、「全入の時代」に来ているわけです。つまりトップ

の大学に入る人ならともかく、普通の高校生というのは大して勉強しなくても大学に行けるということ

があって、あまり勉強しなくなっているということが言われています。いわゆる「普通高校問題」、普

通校の勉強時間が減っている。

他方、大学生はどうかといいますと、平成 25 年度ではまだ３年生の 12 月 1 日から就活をするとい

うことで、就職活動は、昔に比べると期間が長いです。長い期間就職活動で時間を奪われて学生の勉強

時間が減っているという問題がございます。

データで見てみますと、偏差値 55 以上の高校生については平成２年から平成 18 年までの経年集計

で見ても大して変わってないのですが、偏差値 50 以上 55 未満がだんだん減ってきています。高校時代

に普段から自宅で学習するという習慣を持ってないまま大学に進学する人達がいるようです。それが問

題としてあります。次（のスライド）お願いします。

こちらは、東大の大学経営政策センターが平成 19 年の１月から７月の間に調査した大学生の１週間

の勉強時間なのですが、割合の一番多いところとしては、週に１時間～５時間勉強しているという人達

が全体で 51.2％。全国大学生調査ではもう少しいろんな学部が載っていたのですが、表示しきれないの

でここまでしかお見せしておりませんが、とにかくこの表から読み取れることとして、大学生の６割ぐ

らいは週に５時間、もしくはそれより少ない時間しか勉強していないという実態があります。

本学においてはどうかといいますと、こちらに学長室から提供して頂きました平成 21 年度学生生活

実態調査報告書のデータから作成した帯グラフがあります。これは授業以外の 1 日平均の学習時間の分

布を示しており、色の薄いほうがあまり勉強していない学生の割合を表しております。帯グラフのなか

で薄い色が半分以上の長さを占めているのがだいたい分かるかと思います。週５時間未満の勉強時間、

平日一日平均では１時間程度あるいは１時間未満というのが過半数という状況で、本学においてもあま

り勉強していない大学生が多いというところがわかるかと思います。

では、勉強時間は実際にどれぐらい不足しているのか。１時間しか勉強してなくともそれで十分じゃ

ないのかという意見もあるかもしれません。しかし大学の場合、文科省が大学設置基準というものをき

ちんと定めておりまして、こちらは政経学部の便覧からの抜粋なのですが、通常の科目、半期のセメス

ター科目であれば授業時間外に毎週４時間勉強しなくてはならないということが明記されております。
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一つの科目について予習復習で４時間勉強して下さい。外国語科目、語学については半期で１単位とな

り、単位は少ないですが、それに対応しておりまして、語学の場合は週１時間勉強することになってお

ります。実習科目については、体育なら体育の実習でやっている時間で十分だということのようです。

これをもとに計算しますと、どうなっているかというのは次のスライド。

これは、政経学部経済学科の学生の場合です。124 単位が卒業所要単位なのですが、124 単位をどう

取るかについては卒業の条件が細かく設定されています。体育実習は必修で２単位取りなさい。語学で

は最低８単位取りなさい。この学生の場合は８単位で語学を終えることにして、残り総合と専門のセメ

スター科目、半期科目で 98 単位。それから経済学科の場合、専門の選択必修とそれから必修のフレッシュ

マンゼミナールという科目が設定されておりますので、それで 16 単位。そうすると、先程の一つ前の

表を元に計算してみますと、学期中の平均で、この学生は１日６時間勉強しなくてはいけないというこ

とになります。ところが実際ほとんどの人は１時間ないし、それより少ない時間しか勉強しておりませ

ん。ここに授業時間外学習の不足という問題が見えてくるわけです。次（のスライド）お願いします。

そこで、その不足分を補う工夫のひとつとして「e ラーニングの導入」という話が出てくるのであり

ます。どうしても部活動とか、あるいはアルバイトとかで忙しくてなかなか時間がとれないという学生

に対して、予習復習を彼らにどうやってやらせるか。ここに、学習時間の不足を補うための e ラーニン

グを導入してはどうかというお話です。

実は、e ラーニングというのは通常授業の予習復習以外にも資格試験とか就職試験の対策としても使

えますので、システムとして e ラーニングを導入するならば、そういう活用も検討したいと考えており

ます。また、通常授業に代わる e ラーニングについても、いくつかお話をさせて頂きます。これからこ

の三つについて詳しく説明していきます。

まず予習における e ラーニングの活用につきましては、既に本学における取組みの事例としまして、

体育学部の川崎先生が詳しいシラバスを作成しておられます。前回の FD シンポジウムで報告をさせて

頂いた時には図を用意していたのですが、今回は時間が無いので簡単に口頭で説明しますと、毎回毎回

授業で何をやるかについて詳しい情報を学生はインターネットを通じてシラバスで見ることができるの

で、その予習が十分にできるという話であります。また、授業で配布する教材について予め学生がそれ

を入手できるような環境を用意しておけば、それも予習につながります。特に今は学生の「主体的な学

び」が求められておりますが、インターネット上での小テスト等による予習の課題として、学生が自ら

学ぶ姿勢を持たせるような課題を出すということも有効な手段であると考えられます。

他大学での事例としましては、たとえば授業時間では何か分析をする方法を学ぶということであれ

ば、その分析方法が実社会でどういうふうに活用されているかについて、インターネットで事前に情報

を学生に集めさせて、「こんな使い方がありますよ」という情報を掲示板に書かせるという取り組みが

あります。そうさせることによって、学生は何かこう意味があることを勉強しているのだと、これから

ためになることを勉強するのだと考えるようになり、学生の関心を授業に向けさせることができるよう

です。そんなに小難しいものでなくて、「おや？」と思うようなレベルのものでも良いので、とにかく

何か学生の関心が授業に向くような形で予習をやらせている、という事例もありました。次（のスライ

ド）お願いします。

一方、復習についてですが、これは経営学部の町田先生が実際に行われている授業の中での e ラー

ニング活用になります。本学に導入されているマナバにも、もうひとつのジャンザバーにも自動採点小

テストという機能が入っております。この機能を使って学生が授業の後に小テストを行いますと、その

結果が自動採点されますので、学生は学習の理解度、どれぐらい学習内容が定着しているかを自分で確
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認することができます。もしそれで芳しくない成績が出てきたときには、そのことについて教員に質問

に行くことで授業から脱落することを未然に防ぐこともできるかもしれません。このような形で e ラー

ニングは復習にも活用されております。次（のスライド）お願いします。

資格試験、就職試験の対策としましては、同じく LMS（講義支援システム）で小テストを用意して

おけば、学生は何回も繰り返し学習することが出来ます。今、お見せしているのは第８回の第４ワーキ

ンググループのリメディアル教育で例に出てきた補習の問題です。これを高校の補習だと言うと学生は

あまり喜ばないのですが、「実際、就職試験にこういうのが出るんだよ。だから専門の勉強だけではな

くて、こんなところもきっちり抑えておきなさいよ」ということで小テストとしてやらせると、就職試

験の筆記試験を突破する力がつくのではないかと考えられます。

先ほどマナバ（manaba）とジャンザバー (Jenzabar) の活用事例を紹介しましたが、その他にも、本

学ではムードル (Moodle) やアルクのネットアカデミー (ALC NetAcademy) による e ラーニングも行わ

れております。教員に対するヒアリング調査によりますと、その他のものもあるようなのですが、今回

は時間の都合で割愛させていただきます。

今後検討すべきものとして、たとえば情報教育の一部の e ラーニング化が挙げられます。全部が全部、

学生を教室に集めてやらなくても、実は e ラーニングで代用できるような内容の授業というのも中には

あるかと思います。そういったことを e ラーニング化することによって、より効率的に効果的に授業が

できるのではないかという話もございます。

こちらは LMS（学習管理システム（Learning Management System））の利用状況です。数字ばかり

で分かりづらいかと思いますが、レポート課題や小テストの項目に値が出てきておりますので、本学で

LMS を使っておられる先生はいらっしゃいますけれども、どうも利用状況としては非常に数が少ない

ということがこの表から読み取れます。このような表が何年分か出来上がった時に、徐々にでも LMS

の活用、特に予習復習で学生の学習時間を確保するような e ラーニング活用が増えている様子が見られ

るようになれば良いのではないかと考えております。では最後のスライドをお願いします。

今後の課題ですけれども、各学部で学生の学習時間がまずどれほど不足しているかを把握するとい

う調査が必要です。本学では授業評価アンケートを実施しているのですが、そのアンケートの項目には

「授業時間以外に各科目でどれぐらい勉強しているか」という調査項目がございません。もし、そのよ

うな調査を実施して、正確にどれぐらい不足しているかというデータが出てきましたら、それに対して

どういう対策を打つべきかという話につながると思います。まずはそういった調査が必要です。

資格試験の対策、就職試験の対

策として、e ラーニングの導入を

どう進めていけば良いか、また、

授業の一部を e ラーニング化する

ことについてどういったものがで

きるか等々を、他大学の成功事例

等を情報収集しつつ検討していく

というのが今後の第１ワーキング

グループの活動計画になっており

ます。
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◆第２ワーキンググループ報告「ＰＢＬ教育の構築について」

川島　政治学研究科の川島（耕司）と申します。座長の佐藤（研一）

先生に代わりましてご報告申し上げます。第２ワーキンググループ

のテーマは「PBL 教育の構築」ということなのですが、その一段

階として、大教室でのグループワークの可能性ということでちょっ

とお話したいと思います。

PBL と は、Problem-based Learning、 あ る い は Project-based 

Learning の略なんですが、「問題設定解決型学習」でありますとか、

「問題解決型学習」、「問題基盤型学習」だとか、いろんな訳があり

ます。一般的には PBL という形で呼ばれることが多いように思い

ます。この PBL は、アクティブラーニングのより高次な形態とし

て位置づけられるものでもあると思います。

PBL には二つの重要な構成要素があるのではないかと思われる

のですが、まず一つは学生による主体的な学習ということで、問題発見能力そして問題解決能力、その

二つを育成することです。もう一つにはグループワークによる対人関係能力の開発という特徴があるか

と思います。実際、たいていの PBL はグループワークで行われます。グループワークにおいては討論

を通じた思考の深化でありますとか、コミュニケーション能力の育成でありますとか、チームワークの

実践とか、そういったことが期待されています。今回の発表では二つ目のグループワークという側面に

注目したいと思います。特に、今までの一方向の授業のなかでグループワークがどのように導入できる

かということを考えたいと思います。

グループワークの大学教育への導入はどのようになし得るかということですが、これは既に非常に

多くの先生が実践されております。たとえば私が属しております政経学部政治学科の専任の先生のなか

でも、少なくとも数名の方が実践されております。一般に大学におきましては、先生方がよい実践をさ

れていても伝わりにくいという問題がありますので、その辺のところをこのワーキンググループとして

いろいろ調査する必要があると思います。グループワークに関してもさまざまなやり方があります。そ

れもいろいろ調査する必要があるということですが、今回は私が秋期に大教室でグループワーキング導

入の実験のようなことをしましたので、それを簡単にご報告したいと思います。大教室でのグループワ

ークは可能であるか、学生はどんな反応を示すのか、討論に参加するのか、どのような課題があるのか、

グループワークの授業もその訓練を受けたことのない私のような平凡な教員にもできるのかという、そ

ういったことをお話したいと思います。結論から言いますと、問題は山積みなんですけれども、なんと

かできそうだということです。

そこで、どのようにグループワークを行ったかということですが、まず考えたことは、学年が異な

る学生を混ぜることです。それによって縦の関係の構築を期待しました。エクセルでグループ分けを行

い、名前とグループ名をプリントして学生に配布しました。対象としたのは、一つは受講者数が 163 名、

もう一つが 83 名の政経学部の授業です。１グループあたり８～９人にして、秋期の間、同一グループ

を継続しました。このグループワークで期待したことは、自らの考えを表明する機会を与える、他の学

生の意見を聞くなかでより深く考えることを促す、司会する機会を与えるということです。これらのこ

と、特に司会することはなかなか経験できないことで、良い経験になるのではないかと思いました。
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それから学生間、特に学年の異なる学生間の交流の機会を与えるということを期待しました。こう

したことは通常ではゼミにおいて提供されることだと思われますが、ゼミの場合、普通同一学年だけで

しか交流しませんので、上級生と下級生が対等の立場で議論し合う貴重な機会になるのではないかと考

えました。あるいはコミュニケーション力という近年ますます社会人基礎力として重視される能力を高

める場として何とか利用してもらえないかと考えました。最後にグループごとに着席することで私語を

防ぐということも多少は考えました。

授業の組み立ては、最初の 15 分はマナバ (manaba、講義支援システム ) の「小テスト」に書き込ま

せましたものに関して私がコメントしました。真ん中の 50 分で通常の授業をやって、最後の 25 分で５

分の個人ワークと 20 分のグループワーク、時間がある時はグループでの話し合いの結果を司会者に発

表させるというやり方をしました。

そこでわかったことの一つなのですが、司会者を決めさせることの重要性です。司会は輪番制でや

るのですが、司会者を決めることがなかなか最初はうまくいきませんでした。回を重ねるごとに学生た

ちは自主的に動くようになっていったのですが、グループによる差がありました。なかなか動こうとし

ない学生たちもありました。教員とか TA、ピアサポーターによるファシリテーションを十分にしない

とグループ間の格差等が出てしまうという問題があると思われました。特に初期において必要なのでは

ないかと考えています。　　　

このグループワークと併用してマナバの小テストを利用して、学生に考えたことなどを授業後に書

き込ませ、それを見ながら授業を進めました。その学生の書き込みの中からグループワークの討論のテ

ーマなどもピックアップすることができました。学生が一番関心のあることを知ることができましたし、

討論させるのに良いと思われるようなこともピックアップすることができました。

肝心の学生の反応ですが、グループワークを支持してくれる学生もかなりありましたが、グループ

ワークをしたくないという学生も特に最初のうちはかなりありました。しかしそうした学生の多くもや
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っていくうちにグループワークの良さを実感するようになっていったようです。マナバの書き込みなど

でそれを知ることができました。グループワークを続けることで学生間の関係がより親密になって、徐々

により活発な議論が可能になっていったようにも見えました。

このような授業を続けて欲しいという声も実際かなりありました。私としては今後もやっていきた

いと思っているのですが、ただ参加の意欲において個人差、グループ格差が非常にあるという点は何と

かしなければいけないと考えております。且つ、グループワークに否定的な学生も実際かなりおりまし

て、「なんでわざわざ討論したりしなきゃいけないんだ、今までの授業で十分じゃないか」という意見

もかなりあることも事実です。その辺をどうするか、グループワークの良さを味わってもらうためには

よりファシリテーションを十分に行う必要があるのではないかとは考えています。課題は山積みという

ことです。

第２ワーキンググループの今後の課題ですが、先ほども申し上げましたように、すでにグループワ

ークをやっていらっしゃる先生がかなりありまして、どのようにみなさんがやっていらっしゃるかとい

うことを、評価方法などを含めていろいろ調べていきたい。そうしたノウハウを共有できればいいので

はないかと思っております。

それからもちろんこのワーキンググループの最終的なテーマであります PBL の構築がいかに可能で

あるか、ということを考えていきたいと思います。そのために、他大学の情報収集でありますとか、本

学の各学部研究科の取組み、ケース収集のための聞き取りとかアンケートなども実施したいと思ってお

ります。たとえば 21 世紀アジア学部では反転授業という形での PBL を導入する計画があるようなので

すが、そうした取組みなども調べていきたいと思っております。以上です。どうもありがとうございま

した。（拍手）
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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について」

木阪　文学部の木阪です。資料としてはこの２枚です。ポートフォ

リオとある方には授業効果に関するアンケートの結果があります。

いくつか申し上げたいことがあって、一つは FD というのが始まっ

て今年で５年ですので。５年で二期が終わってかなりの蓄積があり

ます。本学で今問題になることは、もう提言のレベルではなく、組

織的な実行のレベルです。それがどこまでできるかということが、

これからの焦点です。できない限りはいくら提言しても、それは作

文委員会のようなものなのでほとんど意味をなさないと思います。

　この時期に大事なのはそういうことで、たとえば我々としては最

初のテーマは GPA から始めたのですが、今はポートフォリオです。

その時に GPA に関して提言したことは、ほとんど何にもできてい

ません。この４月から試行されるのは議論などしなくても最初から

できたことだけです。こういうふうになってしまうと委員会としての意味をなしません。様々なやり方

で、趣向をこれから一つ一つやっていくというようにならなければなりません。その上がってきた提案

をできるだけ全部試してみるということが必要ですが、一切なされていません。これは何がいけないか

と言うと、ハードの問題ではないですね。つまり人の側の問題で、提言に対応してそれをやってみると

いう、いわばカルチャーの問題です。 

　私が一番言いたいことは、ポートフォリオの本質に関係するのですが、さまざまなデータを多面的に

集めてそれを必要な仕方で人に見えるようにすること。これがポートフォリオ、つまり正に「かばん」

ですね。必要なデータが必要なフォルダを開ければ全部集まってくるというのがポートフォリオ、イタ

リア語でそういう仕方で資料を集めるという意味ですね。これが基本なのであって、つまり、多様性と

その集積、そして可視化なのです。

　多様な資料をデータとして取っておいて、必要な時に人がそれを見ようと思ったらいつでも見えると

いうのが大事ですね。したがって、これから我々にとって必要なことは、ハードはかなり十分できてい

るので、それを使う人と、ノウハウと、それからそれらに関わる共通の感覚。これが重要だと思います。

　そこで、ポートフォリオということに関して何を言いたいかと申しますと、システム的にはかなり簡

単なことです。どういうことかと言うと、これから試験、レポート、その他提出物など、基本的には

IT と言っても書くことが学生にとって大事ですので、書いたもの、これを全部、各校舎に高機能コピ

ー機がありますので、それに少し手を加えるだけでコピー機でコピーを取るように学生証とともにスキ

ャンすれば、自動的にネット上の学生のフォルダに格納するシステムは比較的簡単に構築できます。

　そうすれば、提出物は自動的に全部たまっていくのです。継続していけば、卒業までの４年間全部た

まります。それを教員は必要に応じて見られます。学籍番号と科目で全部出せます。たったそれだけの

ことでハード面の問題は解決されます。これだけで学生側のポートフォリオは、自動的に相当のレベル

で集まります。

　次は、それをどう使うかです。これはさまざまな先生がさまざまな試みをしながら集めていけばいい

ので、もうそれだけでも採点も学籍番号順の PDF ファイルででき、わざわざポートフォリオのために

テスト出せとか、レポートを出せとか、こういうこと一切言わなくていいのです。技術的にこれを管理
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しようと思えば、出ていなければ各教員の設定次第で自動的に単純に警告メールを送らせるようなシス

テムはすぐできますので、そうすると出してない学生は勝手にメールが来る。教員は何もしなくていい

という状況になります。そのあとは、それを教員がどう使うかです。ここから先は当にポートフォリオ

の考え方になるのであって、ハード面としては実は今の状況では難しいことではありません。

　問題は、その多様なものを使うだけの人間的な対応です。教務課でも何でも人が要ります。もう仕事

でいっぱいで疲れている状態ではできません。機械ではなくて人を増やすことに金を払うべきです。そ

の上で教員がそれを使い易くする。その中で上手にやった事例というのを顕彰していくという、これが

おそらくこれからすべきことであろうと思います。

　もう一つ言いたいことは、データを集めてそれを「見える化」するということは、画一的な評価とか

画一的な考え方はしないということです。「見える化」さえされていれば、しようと思えばいろいろな

ことができます。ですから、ちょっと若干ポレミック（論争的）になりますけれども、私の後に発表さ

れる「教員評価」、僕はこれに関していろいろな疑念を持っています。そうではなくて、いろいろな先

生がいろいろな考え方でやっていていいのです。基本的に「FD とか教育に正解はない」、です。これ

を決めると全部、管理になるのです。

　その先生その先生がそれぞれの仕方で、甘い先生、辛い先生いろいろあっていいのです。本学は 40

年も 50 年もやってきたのです。最近ポートフォリオなどあれこれ流行ってきたから変えろということ

は、何の必要もないです。これまで考えてやってきたことをその通りやっていただければそれでよい。

ただ、あまり熱心でなかった方には少し変わっていただくということです。

　重要なことは、なぜその先生がそういう考え方をしていて、こういう点数のつけ方をやっているかと

いうことをお互い分かるということです。これが分かれば、と言うか、もしもその考え方に問題があっ

たり、手を抜いていたり、いい加減なことをしていると、それは分かるわけです。評価などしなくてい

いのです。それが人に分かれば人間というのは勝手に変わります。これがつまりポートフォリオ、いろ

いろなもののデータをたくさん集めて見えるようにして、あとは自然に任せるということです。見える

ようにする時に画一的にそれを管理に使うと逆効果です。

　わかりやすい例で言うと、以前、中高でボランティア評価しようと思って神奈川県は大失敗でした。

ボランティアにならない。あれは、評価してはダメです、ボランティアというのは。そうではなくて、

やってないことが恥ずかしいというカルチャーを作ればいいだけのことです。それを点数つけた瞬間に、

もうダメです。

　もともと当たり前の話なのですが、ところがそれとは別に、これから先さまざまな仕方でお金が、施

設・設備などにかかるので、勘違いすると、がんばって良い点数を出すと国から補助金がもらえるから

やるとかいうことにもなるかと思うのですが、これは長期的に見ると教育にとって大失敗の元です。一

時的に補助金を貰っても何の意味もない、というふうなことをポートフォリオという部分に関する考え

方について、私としては非常に強く申し上げたいと思います。大事なのはそれを使いこなすカルチャー

です。

　念のために資料を作りました。要するに先ほど言ったような仕方でデータはハード的にはいろいろな

ものを集められるのです。その上で何が大事かと言うと実は、そういうものを全部やったあとで教員が

互いの授業を見て批判なんか絶対しない、互いに相手の授業を理解し合うことです。

　そして僕なんか、ダメな授業をやっているけれど、それでも人の授業を見て、あるいは見てもらって「良

いところあるよ」と言ってもらったら喜べる。つまり、ダメなところを探すのではなくて、良いところ

を探すというふうにしないと、授業参観とかビデオ公開とかポートフォリオというのはうまくいかない
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と思います。

　というので、実はこの種のアンケートは、全学的にはとてもできないので、FD 委員の方だけに取っ

てみました。こうすると、いろいろなデータをお互いに見合って理解するということの最終的な着地点

は、全員が全員の授業を全部見ればいいとなります。これ以上のことはないです。それ以上は多分ない

ですが、なかなかそうはいかない。一部の人たちが一部を見るだけしか多分できないのですが、それも

やはり管理的な発想になりやすいので、お互いに見合って楽しくやっていくというカルチャーはなかな

か難しいです。

　でもそれをどうするか、というようなことを私は思いつつ、別にアンケートにはそれは直接出ません

けれども、見てみると、やっぱりなかなかいきなり全部公開とはいかないような気がしますね。ちょっ

と見ていただきたいのですが、授業公開に関しましては、二種類あります。意見がたくさん書いてある

紙と数字が若干貼ってある紙ですね。表だけのほうは数字が貼ってあります。そこの番号には、数字が

書いてあって母数 20 数名ですから、そんな十分な数ではありませんが、でもだいたいわかります。今、

授業公開に関してはシステム化している学部はほとんどあまりありません。21 世紀アジアはある程度

できているのでしょうか。

　それでその中で基本的にはやはり見ていくと、そんなシステマティックにしたことではなくて、自由

にやる人から公開し始めて順番にやっていって、段階を上げていくというふうな方向性が全体を見てい

くとだんだんわかってきます。あまり時間がないので全部見ませんけれども。行きつくところは何とな

く感覚的に言うと、２、３年にいっぺんぐらい全員一人一回やるような頻度でよろしいのかな、という

ふうなところになりそうです。

　それから総合教育科目と専門科目と学部によっていろいろ違いがありますので、一概には言えません

が、たとえば理系の学部ですと、学生に対してそのサービスはどれぐらい効果があったかということに

関してかなりはっきり出ますので、そういうところで授業の良さを測るというのと、総合教育科目みた
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いなところで、たとえば私の教えているのは哲学ですけれど、そういう授業でやる場合はやっぱりこれ

はかなり違う。いろんな仕方があってよろしいので。そういうことを考えてみると、やり方もいろいろ

出てくると思うんです。当にそれは授業を開けながら、お互いに見ながら、むしろ基準を作るというより、

まずは互いにさまざまな応答をする、相互理解をするというところが大事なのかなという気がします。

　そうすると、このアンケートではこれははっきり出ませんでしたが、やはりピアレビューのような形

で、みんながその授業を見たあと、かなりラフな形でお話し合いをする。FD って「フードアンドドリ

ンクで」という講演が本学でこの間ありましたが、FD は楽しいことで、最後はそういう「フードアン

ドドリンク」が出てくるような会合になるよと、というふうなところで教員も学生も喜んでできるとい

うふうになっているのが一番かな、というふうに思います。

　最後に一つだけちょっと付け加えたいことがあるのですが、ポートフォリオは教員が見るだけではな

くて学生が見ることができますね。特にまたフォルダをそのまま保存しておけば卒業してからも全部そ

れが見えるということ。生涯学習の基礎としてのクラウド資産を卒業生が持っていて、その後もそこに

データを集めて、いつまでも本学と繋がっているわけです。

　ポートフォリオの可視化という観点からは、自分だけではなくて他の学生のことも工夫した仕方で見

られるようにする。そしてたとえば英語とかその他の科目、うちは、そこそこできる学生はいいのです

が、英語ができない学生は中学生レベルですね。そういう学生は全部で何人いるかというのは、ポート

フォリオを集めれば出ますから。そうするとそういうものを見て、できる学生が塾にアルバイト行くの

ではなくて、できない学生を、ちゃんと学校からお金をもらって、塾に行くようにお金をもらって教え

るといったことも、これからは多分考えていく時代かなというふうに思います。

　教員同士も学生同士も、また職員を入れた全体でも、学びの場で、縁あって集った人間が、生涯を通

して知的にずっと繋がっていく、そういう公共財としての大学、国士舘大学はそういうようになって行

きたいものです。
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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　第４ワーキンググループから「教育評価制度の構築」につい

て、簡単に発表させていただきたいと思います。メンバーは人文の

濱中 ( 修 ) 先生、経営の池元 ( 有一 ) 先生、イラク古代文化研究所の

西浦(忠輝)先生、武道研究所の泉(賢司)先生、と総合知財の飯塚（真）

です。今日の簡単に話す内容ですが、前回どういうことを話したか

をまず振り返りまして、それに基づきまして教員評価につきまして、

どういう目的でやっていくのかということと、現在検討を進めてい

るその手法についてお話ししてまいりたいと思っております。

　前回どういう話を教員評価のところでさせていいただいたかと言

いますと、教員評価につきましては三つの分野で行われるのが一般

的であります。一つ目に教育分野、二つ目に研究分野、三つ目に管

理運営・社会活動、で評価していくというのが一般的ですが、まず

私たちで取り組もうと思うのは教育分野であります。なぜかと言うと、環境の変化というのが挙げられ

るところであります。

現在大学は全入時代を迎えていると言われております。その結果、学修意欲や目的意識が乏しい学

生に対して教育を行っていく必要性が生じてきております。それに対して、教員サイドは「教育力」を

向上していかなくてはいけないと多くの方が感じているところかと思います。

　ところが、教員のキャリアプロモートの場面を見てまいりますと、教育についてはあまりウエイトが

置かれていません。研究が重視されているかと思いますので、とりあえず、教育分野からまず評価制度

というものを導入したらどうだろうか、と考えているところであります。

　ところで、このまえ、大学経営者向けのセミナーに行ってきたところですが、この教員評価の仕組み

を人件費の管理の観点から導入しようという動きもあるところですが、そういう動きとは一線を画しま

して、私たちとすれば教員の自主的な活動を支援するために、導入しようと考えております。今までの

話もありましたように、多くの先生方がいろいろな努力をなされております。そういうものをどういう

ふうに支援していくか、その支援していくためのツールとして教員評価というものを用いられたらどう

か、と考えておりまして、褒賞制度の一環として導入したらどうか、ということを前回提案させていた

だいたところであります。

前回の発表を踏まえまして、今回、教育分野における教員評価制度の大枠について説明したいと思

います。まず、教員評価の目的として三つ挙げることができるのではないかと思っております。一つ目

に今までがんばってこられた先生方につきまして正当な評価していきましょう。二つ目としては、これ

からがんばろうと思っている先生方にインセンティブを提供して一歩進めてもらいましょう。そしてそ

れでできたものにつきましては、全学的に周知し、その手法を共有化しましょう。そういう形で国士舘

での教育力というものを一歩二歩進めていく。そういうことを目的に導入したらどうか、というふうに

考えております。

　その時の手法としましては、簡単にやってしまうのであれば定量面だけでいいのだろうと思うのです

が、それですと評価というものが画一的になってしまいますので、定性面からも合わせて行う、つまり

定量評価のあとに定性評価を行う二段階評価でいったらどうかと思っております。
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　国士舘は多くの先生方がおりますので、その専門性に合わせまして20～30人ぐらいのユニットを作っ

ていって、それを対象に評価していくという形を考えたらどうかと思っております。学部とかではなく

て、専門性に応じてやっていったほうがいいのかなと思っております。

ユニットごとに数名の先生方を定量面から選びまして、その数名の先生方につきまして、前回のセ

ミナーで実施いたしましたティーチング・ポートフォリオ、自己評価書を作っていただきまして、それ

に基づいて定性的に評価していくという方法を考えております。

将来的には多くの先生方がティーチング・ポートフォリオというものを作成して、自分がこういう

ことをやってきているということを PR できる、正確に説明できるという段階になれば、定量評価のあ

とに定性評価を行う二段階評価ではなく、総合的に評価ということも可能になってくるかと思います。

しかしながら、現在、まだティーチング・ポートフォリオというものについて、言葉は聞いたことがあ

るけれども、その内容とか、作り方とかについて、多くの先生方が知らない段階かと思いますので、最

初の一歩として、定量評価のあとに定性評価を行う二段階評価で進めていったらいいのかなと考えてお

ります。

あと１年、活動期間があるところですが、今後第４ワーキンググループではティーチング・ポートフォ

リオのあり方について検討していって、概要を作ってまいりたいと考えているところであります。
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◆質疑応答

司会　どうもありがとうございました。これから第１ワーキンググループから第４ワーキンググループ

の発表者は、前に出てきていただいて。報告された４名の先生方にフロアから質問をお願いしますが、

それとも私から質問させていただてもよろしいでしょうか。

司会　第１ワーキンググループの「e ラーニング」で本学の課題は？

石山　e ラーニングにつきましては、先ほどの説明ではデータを十分示す時間がなかったのですが、実

は、使っている先生は非常によく使っておられるのですが、利用する教員の割合は非常に少ないという

ことで、「マナバ（manaba）」については 26 年度からは「クリッカー機能」も追加されます。これは e ラー

ニングだけではなくアクティブラーニングとも絡んでくるのですが、とにかく利用教員を増やすという

ところが一番の課題ではないかと思います。

司会　そうですね、そこは、本当に痛感するところです。講義支援システムのマナバ、ジャンザバー

（Jenzabar）含めて、利用教員のパーセンテージは、非常に少ないです。もちろん、第３ワーキンググ

ループのポートフォリオにも絡んできます。ポートフォリオ機能を兼ね備えた LMS( 学習管理システム：

Learning Management System) でもあるわけですが、なかなか利用が先生方に広がっていかないとい

うことで、情報メディアセンターはサポートを増強し、この４月からもっと使用者を増やすような研修

会その他の活動を続けていきたいと考えているところです。

　次に第２ワーキンググループは PBL（課題解決型学習：Project-Based Learning,Problem Based 

Learning）でした。川島先生は、PBL だけでなくて「学生 FD」といった分野でも今注目の先生です。

しかも先生は、大教室での PBL を実践されている。これは大変なことです。先の報告でそのご苦労と

いうのを具体的に聞いていて、なるほどと思いつつ、本当に中教室でグループワークを 60 人規模の講

義でやれるのでしょうか？先生、何人の講義で実践されてますか？

川島　一つは 90 人ぐらいで、一つは 160 人から 80 人ですね。

司会　160 人ぐらい（の規模）で、私もアクティブラーニングということで、「刑罰の目標は懲罰なの

か教育なのか」と言って、学生に当ててみたのですが、急に当ててみても難しいものがありました。今

日の第２部の NEWVERY フェローの樋栄（ひえ）先生の研修でお話されると思いますが、アクティブ

ラーニングというのは、しっかりコミュニケーションが出来ている学生を対象にしているので、それが

取れるかどうか躊躇している段階の学生にアクティブにいったら、その質問を受けることがが嫌になっ

て（授業に）出て来なくもなる原因ともなり得ると言われております。
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　そのような状況下でも、我々はできる限り、「教師も変わらないといけない時代」になってきたとい

うこところで、先生いかがですか。

川島　一つのグループを一定期間続けることによって少しずつ打ち解けるので、少しずつ発言できるよ

うになるということがありました。だた、そうではない学生もたくさんありますし、何でそんな面倒く

さいことをやらなきゃいけないの、のような。ただ聞いていておしゃべりしてテストして点を取れば

いいんだ、という学生も非常に多いので、その辺のところを、どう考えればいいのかなというように

･･･。

司会　こういう悩みを共有する場が FD だと思いますね。そしていろいろな先生方のやっている実践を

我々は共有したいのです。お互い（授業の中身を）全然知らないのです。たとえば入門ゼミとかフレッ

シュマンゼミナールという中で、これはそれぞれの先生がそれぞれのキャリアの中で工夫されたプリン

トなんかがありますね。そういった創意工夫の詰まった配布物を共有していくことの中で、全体として

のボトムアップに繋がってくるのだというところがあるのだと思います。

　木阪先生は、「ポートフォリオ」を実践していただいています。先生のご苦労はどんなところにあり

ますか。

木阪　ポートフォリオのポイントはすごく簡単で、教員ができるだけ楽をして勝手にデータが集まると

いうことですね。だから先程のように提出を全部スキャニングするとそうなります。教員は何もしなく

てよいので。そういうことだと思います。それをどう使うかは集まってからあとで考えればいいので、

教員が自分で何を集め、どうしようか考えるというと、これでは進みません。

司会　というところで、なかなか大きなテーマをいただきました。スキャンすればいいデジタルデータ

化すること。これは費用対効果から言いますと、やっぱり LMS のほうが安いのですね。スキャン to メー

ル（PDF ファイル作成）とか、今はコピー機にもスキャン機能が入っているものがあるわけですから。

木阪　先生ね、コピー機とカードのシステムのシステムでやれば、費用は本当に高くないです。

司会　ということのようです。複合コピー機の中にフォルダを作って、具体的にはネットワークの中で、

自動的にそのフォルダに全部飛ばしていくということです。今、国士舘大学の情報メディアセンターで

は、梅ヶ丘教室の８階と９階の教員の研究室棟の複合機をそのように改良することをやっております。

その前の段階では、10 号館の３階にある法学部の複合機もスキャン to メールができるようになってい

るところです。

木阪先生は、今年度で FD 委員を退任されるということですが、一番の置き土産は「FD に解答は無い」

というところのように思います。

みんながお互いに良いところを見つけてやっていこう、ということです。本当にこういう良い雰囲

気の FD 委員会を作ってくださったのも実は今期で退任される磯辺先生（FD 委員長）のお陰です。こ

れも本学の FD のカルチャーなのですね。こういうものをしっかり今後も引き継いでいっていけたらな

と思います。

ところで、「教員の評価」は一番皆さんから嫌がられるところを淡々と事務処理的な発表、嫌がられ

ることがわかっていながらやる、そういう役割を飯塚先生は担っておられると思うのですが（笑）

グッドティーチャー賞だけでなく、グッドプラクティスというような試み、実践活動をしている教員グ

ループなんかに対しても賞を与えていけるというような FD が出ていくと良いかな、グッドティーチャー

プラスグッドプラクティスという感じのところで、どうも最後勝手に私がまとめてしまいました。（笑）

磯辺先生、本当にどうもありがとうございました。これから 20 分の休憩をいただきます。どうも最

後にもう一度、語発表下さった先生方に拍手を。（拍手）
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基　調　講　演

「講義が生まれ変わる！学生理解に基づく FD2.0」

講　師：樋栄　ひかる　氏
（NPO 法人　NEWVERY フェロー）
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◆講師紹介

　ＦＤ er

  加藤　直隆

　（ＦＤ委員会副委員長）

 （法学部　教授）

加藤　第２部は、高等教育の質保証や、「主体的学び」が大きな課

題となっており、これを踏まえワークを主体とした講演を、NPO

法人 NEWVERY フェローの樋栄（ひえ）ひかる先生に、「講義が

生まれ変わる！学生理解に基づく FD2.0」と題して、お願いします。

それでは、樋栄ひかる先生の略歴をご紹介させていただきます。

先生は Western Oregon State University を卒業され、IBM のアジ

アパシフィックサービスコーポレーションにて、国際会議の企画運

営などを手がけられたのち、人材開発プログラムや英語力強化プロ

グラムの開発に携わっておられます。また、研修講師としてもご活

躍されておられます。プレゼンテーション、ビジネスコミュニケー

ション、行動心理学、コーチング、リーダーシップ、ファシリテー

ション、英語でのコミュニケーションスキル養成など、幅広いジャ

ンルで、年間 150 回以上の研修・ワークショップを開催し、受講者からの「評価アンケート」は、毎回

ほとんどが 100 点で。もう存在そのものが 100 点満点です。2007 年春より慶應大学藤沢湘南キャンパス、

通称 SFC にて「プレゼンテーション技法」の講師などもされておられます。
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講義が生まれ変わる！学生理解に基づくＦＤ2.0

     NPO 法人　NEWVERY フェロー

　　　樋栄　ひかる

（事前に参加者全員、ニックネームを書いた名札を着用してもらっています）

樋栄　私もニックネームで呼んでいただければうれしいので、「ひかるちゃん」でお願いします。全国

いろんな大学回らせていただいていますが、どこでも「ひかるちゃん」で通っています。先生で呼ばれ

ると、つい「与える人」というイメージが強いので。そして、先ほどの発表でタコユキがおっしゃって

いましたが、「ＦＤに正解があるわけではありません」。

樋栄　これまで、私が経験させていただいたグッドプラクティスを共有させていただいて、先生方は先

生方でいろいろと実践されてきているものを共有していくという場づくりということをしております。

先月末に沖縄での大学生向けの４日間の研修をさせていただいた折に学んだ言葉で、「お口ミッフィ

ー（・x・）」というのがありました。昔よくいっていた、「お口にチャック」と同義です。最近の若者は「お

口ミッフィー（おしゃべりなし）」というようです。これから、お口ミッフィー（無言）で席替えをし

たいと思います。

（「バースディ・ライン」ゲームを体験）　

それでは、私の席を基点としたカレンダーを考えてください。１月から 12 月まで順番に、皆さんの

生年月日を昇順に座り直していただきます。ただし、「お口ミッフィー（・x・）」です。しゃべらない

以外は何をしていただいても結構です。はい。30 秒以内で、隣同士「お口ミッフィー」でお誕生日の

順番に座り直していただくようにお願いします。よーい、スタート。

（「お口ミッフィー」で席替え中）

OK ですか？　今、車座になっておりますが、間違えた人は真ん中で何か芸をしていただきます？

（笑）。

これから５時まで前半（70 分）、後半（70 分）の２部構成で、進めていこうと思っています。目的は、「学

生を主体的にする授業はどうやっていこうというのを体験」しながら、ところどころ基調講演に相当す

るレクチャーで進めていこうと思っています。

それでは「呼ばれたい名前、ニックネーム」と「何月何日」というのだけ、皆と共有していただこ

うと思います。今 20 名余りいらっしゃいますが、この１月末に高校生向けのワークをやらせていただ

いた時、５日間 80 名の研修で約２ペア～５

ペアありました。今日のメンバーで、（誕生

日が同じ）ペアは何組誕生していると思い

ますか？

○○ちゃん　５ペア

○○くん　0

シンヤ　１ペア！

（お口ミッフィー」で誕生日順に席替え中）

樋栄　はい。

トナカイ　1 月○○日。
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樋栄　○○日。トナカイさん。

トナカイ　はい、トナカイです。

樋栄　はい。

マッチ　２月の○○日。

樋栄　２月○○日。

マッチ　マッチ。

樋栄　マッチ。

ミカン　２月○○日。ミカン。

樋栄　ミカンさん。はい。

ラッタ　２月○○日。ラッタです。

樋栄　ラッタさん。

シンちゃん　２月○○日。シンちゃんです。

樋栄　シンちゃん。２月多いですよね、大学の先生ってなぜか。

ケンちゃん　３月○○日。

樋栄　３月○○日。

ケンちゃん　ケンちゃんです。

樋栄　ケンちゃん。はい。あ、つい先日ですね。おめでとうございます。

グッさん　３月○○日。

樋栄　あっ。ワンペア成立！

グッさん　おっ！（拍手）

樋栄　おー。これで留めたいですね。はい。

ニッくん　３月○○日。

樋栄　○○日。

ニッくん　ニッくんです。

樋栄　ニッくん。はい。

コウちゃん　４月○○日。コウちゃんですね。

樋栄　はい、コウちゃん。

イーちゃん　５月○○日、イーちゃんです。

樋栄　イーちゃん。はい。

ナオちゃん　５月○○日。ナオちゃん。

樋栄　ナオちゃん。はい。

ヨッちゃん　７月○○日。幼少期、ヨッちゃんです（笑）。

樋栄　はーい。お、６月がいらっしゃらない感じですね。はい。

ケンちゃん　７月○○日、ケンちゃんですが、ケンちゃんのペアもできてますね。

樋栄　あー、ケンちゃんも。そういうペアもありますね（笑）。

シンヤ　８月○○日、シンヤ。

樋栄　シンヤさん。はい。

ゴトキョン　８月○○日、ゴトキョンです。

樋栄　ゴトキョン。

イシケン　本当はそこに行くはずだったんですが、後から来たから、１月です。１月の○○日です。
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樋栄　１月○○日。はい。

キシケン　キシケンです。

樋栄　キシケンさん。じゃあちょっとここ、座りましょうか。あ、じゃあこちらで、１月５日はこちら

ですね。

ヤマちゃん　８月の○○日でヤマちゃんです。

樋栄　ヤマちゃん。はい。

イソちゃん　８月○○日、イソちゃんです。

樋栄　イソちゃん。はい。

シゲちゃん　９月○○日、シゲちゃんです。

樋栄　シゲちゃん。はい。

トシちゃん　10 月○○日、トシちゃんです。

樋栄　トシちゃん（笑）。

トシちゃん　前にお会いしましたね。

樋栄　はい、そうです。

ユウちゃん　いい夫婦の日、11.22 です。ユウちゃんです。

樋栄　ユウちゃん、はい。

ルーちゃん　11 月○○日、ルーちゃんです。

樋栄　ルーちゃん。

タコユキ　11 月○○日、タコユキです。

樋栄　一組、正解でしたね、シンヤさん。（拍手）おめでとうございます。

では、同じ月の人が一人のところは（調整します）？　それで、１月は二人になりましたね。２月が四人、

３月三人、４月お一人ですね。５月がお二人、４月の方、ちょっと後で考えます。５月お二人。６月が

いなくて７月がお二人。そして８月が四人、はい。そして、９が一人ですね。10 が一人。９、10 で二人。

11 が三人。

（「バースディ・ライン」ゲームのあと同じ月の人で組をつくる）

それでは、今から３分間差し上げますので、３分間で 30 秒のプレゼンテーションをしていただきたい

と思っています。プレゼンテーションの目的は、他の月の人たちに、「生まれ変わったら絶対あの月に

生まれたい」と思わせるようなプレゼンテーションしていただきたいと思います。３分間話し合って作

っていただきたいのですが、それを受けて

コウちゃん、３月に行くか、５月に行くか、

どうしますか？　

コウちゃん　うーん、３月。

樋栄　OK。では、３、４でお願いします。

はい。じゃあよろしいでしょうか？　入ら

れ、大丈夫ですか？　せっかくなので入ら

れますか？　何月何日生まれですか？

ナオ　11 月○○日です。

樋栄　では 11 月は四人、インストラクショ
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ンは、もう 11 月メンバーでお願いします。

では、これから３分でお願いします。どうぞ。

（話し合い中）

はーい、時間になりました。では、どの

月からプレゼンテーションしていただきま

しょうか？　どの月からでも大丈夫ですよ。

では１月から。30 秒のプレゼンテーション

なので、一応時間を計ります。

（プレゼンテーション開始）

トナカイ　はい。１月生まれです。１月は新しい年を迎えて、みんなが希望に満ちています。それから

お正月を迎えて、家族とか親せきとかいろんな人たちが集まってきて、それですごくいろんな話をして、

豊かな気持ちになります。そういう年月に誕生日を迎えてすごく私たちは幸せです。

イシケン　それから、ちょうど年の区切りですので、新しい希望がまた芽生えてきます。それから、北

陸・山陰に育った方はわかるかと思いますが、食べ物がとても美味しいです。はい。以上です。

樋栄　はーい、ありがとうございます。（拍手）いいですね。分担してされたということで、良かった

と思います。さて、これに引き続いて次の月は、どの月がいきますか？

ナオ　はい、では 11 月。

樋栄　11 月。あ、ちょっと待って下さいね。

（プレゼンテーションのルール一）

まず、次にプレゼンテーションをする方々は、心がけていただきたいのが、「Yes,and」しましょう

ということなのです。前の月に言っていた良かったところを、「確かに１月は、」と。「こうで、こうで

素晴らしいと思います」。はい。おっしゃっていた発言の部分からエッセンスを抜き取って、軽くまと

めて。「いやぁ、私も１月に生まれたいと思います。しかしですね、」これは and と言っていますが、

言葉づかいは「しかし」でもいいです。and は自分の意見として乗せていく。まずは Yes として受け

取っていただくという。はい。というところで、Yes の部分については計りません。and になってから

30 秒やっていただくというところで大丈夫ですので、11 月の方々、あとプラスもう一つ、同じ月の方は、

必要以上にうなずいてください（笑）。「うん、うん」。もしそれが度を越して、思わず、「そうだ、そう

だ」と言いたくなったら、「いや、そのとおり」と言って、応援者に回って言っていただいて大丈夫です。

ということで、11 月、お願いいたします。

ナオ　生まれ変わるとしたら 11 月に。なぜ

かと言えば、11 月というのはご覧のとおり

祝日が多い。それから学園祭で学校が休み

だから仕事が楽だ。そういうことで生まれ

変わるとしたら 11 月になりたい。

樋栄　１月の良いところはどこでした？

ユウちゃん　１月の新年もいいのですが、

年度末に向かって、１年を振り返りつつい

い誕生日の締めくくりができて、またいい
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誕生日を迎えられると。あと誕生日プレゼ

ントをもらった時に、２個あった時に１個

は誕生日、もう１個クリスマスプレゼント

にもできるという。ダブルチャンス。

樋栄　ナイス。OK。はーい、ありがとうご

ざいます。（拍手）はい、じゃあ引き続き、

次はどの月に。全員に発表していただきま

すのでね。どこがいきますか？

樋栄　はい、じゃあ９、10 月ですね。

トシちゃん　はい。我々は、４月生まれを

期待しています。なぜかというと、４月は

新入生が入ってきます。その時いっぱい（一

杯）、学びもいっぱい（多い）で。それから

授業が少なくて済む。それで学生とよく接

することができるということで、４月が一

番いいということです。

樋栄　えーと、９と 10 月ですね。はい。え

ーと、15 秒余っています。

シゲちゃん　１月のいいところ、確かに年

始めで気分がすごくいいと思う。でも４月

はもっといい。やっぱり気候が１月は寒い

です。生まれてきた赤ん坊に価値観のことはわからないですが、誕生日をやるには寒すぎる。やっぱり

４月がベストじゃないかと。

樋栄　はい、ありがとうございます。（拍手）ご自身の月の生まれたいよりは、もう４月に行ってしま

ったんですね（笑）。そこまで４月が褒められたということは、４月、ちょっと受けたほうがいいんじ

ゃないでしょうか。４月、あと３月も含みですね。３、４月、これだけ言ってくれたので。はい、どう

ぞ。確かに４月は出やすいと思います。では、お願いします。

コウちゃん。コウちゃんです。

樋栄　３月、４月で。

コウちゃん。では３月に。１月はいいですよね、年の初め。４月は学期のはじめ。これはどちらも非常

にいい。もう間違いないです。我々は３月ですが、３月は、春がちょうどスタートする時期ですよね。

芽吹きがあって、花が咲いて、桜も大体３月に咲きます。それから、山は山菜が採れて美味しいものが

たくさん採れますよね。３月には春休みがありますので、大体その春休みに合わせて、いちいちお祝い

をしてもらえるというメリットがあります。ですから、そういった時に美味しいものを食べて、健康で

いられるということも含めると３月がベストだと思います。

樋栄　はーい、ありがとうございます。（拍手）３、４はマージ（混成）されてないですか？　４月も

語りたいですかね。

コウちゃん　桜と、あと山菜があります。

樋栄　では、ほかのチームいかがでしょうか？
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ナオちゃん　いきましょう。１月も３月も

４月も「素晴らしい」と言われて。５月は、

五月病だなぁ（笑）と思いますが、奮い立

たせるには、やっぱり５月と言えば、五月

晴れでしょう。鯉のぼり、柏餅、いいこと

ばっかりで。でも、なんかジェンダーフリ

ーの人から、「５月ばっかり言っているじゃ

ないか」というところで、つらいなぁと思

ったら、５月は「万国の労働者団結せよ！」

のメーデーです。なんか、「何また変な政治

的なこと言ってるの」と言われたらどうしましょう。（拍手）

樋栄　OK。ほかの月はどうしますか？　いかれますか？　忘れちゃう前に。

シンヤ　５月もいいですけども、本当にね、ゴールデンウィークもあるしね。いいんですけどもね。い

いけど、８月はやっぱり皆さん夏休みで、授業がなかったりしてね。大学はもう閉鎖されているから家

で遊び放題。とにかく夏休みというわけで友達が、すぐ集まれるのがいい。誕生日にみんながいないの

ではないかという説も出ているのですが、逆に言うともう自由に集まって、まぁ、誕生日会やろう、じ

ゃあ海に行こう。暑いからって海に行って泳いで、ビーチでかき氷。

樋栄　30 秒になりました、はい。（拍手）はい、続いて、どうぞ。

イソちゃん　日本の祭りと言ったら夏しか

ないですよね。祭りと言ったらもう夏祭り、

これが一番。だから夏がいいです（笑）。（拍

手）

樋栄　じゃあ次の月はどこにいきますか？

　どうぞ。２月。はい、どうぞ。

ミカン　はい。確かに８月は夏休みがあっ

て夏祭りがあっていいのですが、２月はな

んと言ってもバレンタインデーがあります。

バレンタインデーがあるということは、２

月生まれは、お誕生日とバレンタインとく

っつけて、ドッキングしてそれでお誕生日

を覚えてもらいやすいです。また、雪がた

くさん振って白い、肌の白い女の子が生ま

れやすい。私そうですけど（笑）。（拍手）

マッチ　二人の月です（笑）。

樋栄　あー、素晴らしい。ありがとうござ

います。

ナオちゃん　マッチ白いね。

樋栄　ということは。

マッチ　７月生まれです。

樋栄　ですね。７月。はい。



27

ヨッちゃん　２月は素晴らしいです。２月

は確かに雪の時期、雪ってピュア、ホワイト、

素晴らしいですよね。しかし、やっぱり７

月なんですね。皆さん、この瞬間に中学生、

高校生に戻ってください。戻ってください

よ。夏休みが始まりましたね。夏休みと言

えば花火大会、あとは盆踊り、ボート、で、

アドベンチャーの季節なんですね。で、出

会いの季節です。皆さん、出会いの季節で

すよ。７月は出会いの季節です。というこ

とで、あとは、まあ夏、始まりますので、元気に外で遊べば、それで元気な子供に外で成長するという

ことで、夏の始まりの７月がなんと言っても最高だと思います。（拍手）

樋栄　はーい、ありがとうございます。あの、皆さん、「生まれ変わったら、あの月に生まれたい」と

いうのがお題ではございましたが、生まれ変わった時に、生まれたい月見つかりましたか？　はい。ち

ょっとこれ、今体験していただいたことをちょっと頭の隅っこに引っかけておいてください。別のこと

をしたいと思います。ただし戻ってきますので、覚えておいてください。

では、１月。４まで数えていってください。４グループ作りたいと思います。（参加者：１、２、３、４、

１、２、３、４、１、２、３、４、１、２、３、４、１、２、３、４、１、２、３、４）はーい、ぴっ

たりでしたね。24 名。はい、ということで、六人一チームで小さい円になって座ってください。４チ

ームになります。４チーム。六人一チームになります。１は１で。はい、椅子を持って円になって座っ

てください。

（「インディアンアイズ」ゲームを体験）

（グループ再編成：六人編成４チームの車座になって座る）

はい、では何をやるか。また、「お口ミッフィー」でお願いしたいのですが、４月からの授業でみて

使ってください、お口ミッフィー。はい。若干ここがもう少しだけこう動いていただけると、狭いかも

しれないですね。広く使って。今からわたくしが、１から６までの数字を言います。言われた数字の数

だけ、円の中の人が立ち上がっているという状態を作ってください。もう一度言います。私が１から６

までの数字を言います。言われた数字の数だけ円の中の人が立っている、という状態を作ってください。

例えば、このまま続けていきますね。３と言ったらどうなりますか？　あの、できれば指示なしでお願

いします。はい、２。

樋栄　はい、５。「お口ミッフィー」ですよ。

５。今、六人いますからね。大体わかりや

すい数字ですね。はい。４、１。いや、い

いですよ。指示なしでいきましょう。指示

なしでいきましょう。３、２、５、４、２、１、

３、５、４、６。１OK。では、（今、立っ

たままの）その方々がリーダーでお願いし

ます（笑）。はい。（一人ひとり指しながら）

リーダー、リーダー、リーダー、リーダー

ですね。それでは、リーダーは特に私が次
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にやるゲームの趣旨、インストラクション

をよく理解してください。一旦座っていた

だいて。ちょっとこちらのテーブルを見て

いただきます。すいません、ちょっとここ

に入れていただいてよろしいですか。ここ

のリーダーはどなたでしょうか？　ナオち

ゃん。はい。それでは、このデモンストレ

ーションの間だけ私がリーダーとして、さ

せてください。

まず、リーダー。先ほどのゲームは、「イ

ンディアンアイズ」というゲームと言われています。インディアンの酋長は、集落の真ん中にいて、

360 度に目を配って行うということで、「インディアンアイズ」という名前が付けられています。この次、

これからやっていただくゲームを「拍手回し」というゲームです。拍手と言っても何度も拍手する必要

はないです。１回手を叩く。リーダーは右でも左でもどちらでもかまいませんので、どちらか方向を決

めて、隣に拍手をあげます。もらった人は隣に１回その拍手を回してください。もらった人はまた回し

ていただいて。（パン、パン、パン、パン、パン…）慣れてきたなと思ったら、リバースしてみましょう。

（パン、パン、パン、パン、パン…）リーダーがリバースしたらメンバーも、あ、方向を変えていいん

だなと思って。（パン、パン、パン、パン、パン…）方向が変わり、リバースが始まって、これも慣れ

てきたなと思ったら、ランダムを回してみてください。（パン、パン、パン、パン、パン…）了解ですか？

　はい。

もう一度言います。「ステップ１」、まずリーダーは、どちらかの方向に決めて拍手を回します。リ

ーダーが決めた方向にまずは同じクルクル回しましょう。慣れてきたなぁと思ったら「ステップ２」、

反対方向にリーダー回し始めてください。リーダーがリバースを始めたら、「あ、どっちに回してもい

いのね」と思ってほかのメンバーもどっちに、好きなほうに回して下さい。これも慣れてきたなと思っ

たら「ステップ３」。今度はリーダーがランダムで回していってみてください。はい。オッケー。では

リーダーにお任せします。（パン、パン、パン、パン、パン…）。今のは「拍手回し」というゲームでした。

（「同時拍手」ゲームを体験）

もう一つゲームを体験していただこうと思います。もう一度こちらのチームに注目してください。

今度は、さっきは「拍手回し」でしたが、今度は「同時拍手」というゲームをしたいと思います。ほと

んど同じです。１点だけ違うのは、受けても拍手をするということです。先ほどは、拍手を回す人だけ

が叩いていました。今度は、受ける人もそ

のあげる人と同じタイミングで拍手を起こ

していってください。

ちょっとこちらで見てみましょう。まず

は「ステップ１」、同じ方向で、で、リバー

スで、そしてランダムでしていきますが、

こんな感じです。一緒に叩いて下さい。そ

して回してください。（パン、パン、パン、

パン、パン…）もらったからいいんですよ。

あげる人になってください。（パン、パン、
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パン、パン、パン…）OK。わかりました？　わかりました？　これからは、「No“む”」でお願いします。「難

しい」という言葉は禁止です。ついつい出てしまいます。「難しい」という言葉は禁止。「無理」という

言葉は禁止。（咄嗟にもし）言っちゃったら３分間正座です（笑）。私はその言葉に異常に反応がいいので、

「何か言いました？」と言われる前に、はい、言われる前に、「楽しい」という言葉に変換してください。「あ、

わたくし、あ、いやいや、楽しいわぁ」と言ってください。もう一度だけインストラクション、説明し

ます。あげる人がまずどちらかやっぱり方向を決めて、受け取る人が、受け取ってくれるというところ

と一緒に同時に拍手を回していく。慣れてきたかなと思ったらそれを反対方向に。それも慣れてきたか

なと思ったらランダムでやってみましょう。はい、ではどうぞ。

（パン、パン、パン、パン、パン）

樋栄　はい、皆さん、非常に良くできていらっしゃる。ああ、素晴らしい。ということで、さらに「ス

テップ３」を通り越して、ステップ４もちょっとやってみましょう、この同時拍手。「ステップ４」は

どうするかと言うと、さっき拍手といえども１回だけ叩くと言って、そのもとで１回ずつ回していまし

たが、この制限を外します。送り手は何回叩いてもいいです。はい。どんなリズムでもいいです。どん

な速さでもいいです。（パパパパパパパン）とやってもいいです。（パ、パパパ、パ、パン）こんなので

もいいです。ただし、同時であるということは変わらず。同時拍手、「ステップ４」バージョン。

ナオちゃん　楽しすぎますね。

樋栄　はい。「同時拍手」、「ステップ４」バ

ージョンです。いろいろと工夫をしながら

挑戦してみてください。OK ですか？　イ

ンストラクション自身は大丈夫ですね？

ニッくん　それはずっと最初に出した人の

リズムは、繋がるのですか？

樋栄　繋げる必要は全然ないです。送り手

と受け手が同時、受け手になったら今度は、

送り手に変わったら別にリズムを変えてい

ただいて大丈夫です。

はい。やってみないとわからないです。とにかくやってみて、相手がどこまでなら、もしくは相手によ

って変わるかもしれないですね。まあとにかくやってみましょう。どうぞ。（パン、パン、パパパン、

パン…）ランダムでいいですよ、ランダム同士で。（パン、パン）はい終わり。やっと終わってホッと

している感じですか（笑）。

ここで、こんな問いかけをさせていただければと思いますが、始まってからまず円になります。「バ

ースディ・ライン」と私は呼んでいます、勝手に。お誕生日順に並ぶところから始まり、「インディア

ンアイズ」、拍手回し、同時拍手なんてことをちょっとやっていただきました。

（前半のまとめの時間：「プレゼンテーションとスピーチの違い」について）

ここで前半をまとめていただきたいのですが、まとめるテーマとして、プレゼンテーションとスピ

ーチと分けていただき、「プレゼンテーションとスピーチの違い」というようにまとめていただきます。

お時間、各チームそれぞれ。ゲームを通して感じた感想も含めてでも構いません。それをリーダーの方、

基本的に抽出しつつ、発表はリーダーでなくても構いません。リーダーからのご指名でも構いません。

リーダーは一生懸命いろんな人が一人ずつ意見を出しやすいように意見を拾ってあげてください。そこ

で、皆さん、各チームでまとめていただいて、今、体験したことを「プレゼンテーションとスピーチの
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違い」という観点で、１分ほどで発表していただけるように、５分間話し合ってください。お願いしま

す。どうぞ。

（話し合い中）

ヨッちゃん　今の拍手ゲームのこの内容をプレゼンテーションと分けてくださいということなのです

か？ 　プレゼンテーションというものとスピーチのどこが違うのかと聞いてらっしゃるんですか？

樋栄　そうですね、今、体験していただいたものを当てはめていただくということです。

ヨッちゃん　まあこちらの定義に関しては

簡単ですよね。プレゼンテーションという

のは概念ですから、それを再現することが

プレゼンテーション。スピーチというのは、

概念という形で表現するのがスピーチで。

樋栄　そうですね。何があそこで、ゲーム

で起こっていましたか？ということをまず

振り返っていただきたいと思います。

（話し合い中）

樋栄　はい、５分経ちましたが。まとまり

ましたか？

グッさん　はい。うちのグループはグッさんが発表します。

樋栄　OK。大丈夫ですか？　はい、グッさんから発表していただきますか。

グッさん　理工学部のグッさんです。我々の班では、まず…。

樋栄　あの、すいません。言い忘れましたが、今話し合ったということで、私の代わりにまとめという

形で、「今やっていただいたものはこういう意図として、こういう意味でやりましたね」というふうに

レクチャーでまとめていただきたいと思います。はい、お願いします。

グッさん　まず、言葉を使わないでコミュニケーションを取るということを最初にされたと思うのです

が、その難しさということを我々は実感、体験したと思います。その中で、でも、しゃべらなくてもな

んとかこう順位付けとか、そういうことができるのかということを、学んだと思います。話し合った中

で、僕なりにちょっと感じたことは、言葉を使わないでもコミュニケーションは取れるということが分

かったので、つまり、言葉をしゃべりながらボディランゲージも使うと、さらに相手に理解してもらえ

るのかなということが、この経験で、今の時間の中で分かりました。以上です。（拍手）

樋栄　はーい、ありがとうございます。はい。先ほどと同じく同じチームの方々は、同じ味方となって、

「そのとおり、そう言ってたよ。そうまとめ

てくれて素晴らしい。うん、うん」として

あげてください。はい、ほかのチームは。

ここを受けての「確かに」って、やっぱ

り「確かに」も合わせてください。

シンちゃん　はい。ここはナンバー２のチ

ームでありますけれども、そっちがナンバ

ー何か忘れましたけども、ボティランゲー

ジがコミュニケーションには大事だという

話がありましたけども、それより私たちが
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感じていたことは、プレゼンテーションというのは、お互いに理解し合うということが大事だというこ

とを、このセッションではテーマにしたものだと理解しています。僕、実は近視でして、さっきちょっ

と発表したんですけども、眼鏡を外して話していたのが、実はスピーチ、相手の顔がよく見えない。そ

ういう中でしゃべる一方的なコミュニケーションというのがスピーチ。

それに対してプレゼンテーションは、こうやって眼鏡をかけて相手方の顔を見ながら、相手方がど

ういうことを理解しているかということを把握しながらしゃべっている。今、この人はわかってないと

思ったらちょっと戻って、「ここですよ」ということを教えながら話していく。つまり、アクティブラ

ーニングというものがプレゼンテーションというふうに私たちは思っています。（拍手）それに対しま

して、スピーチというものは、従来型の大教室で一方的にしゃべっている。ああいう講義形式。従来型

の講義形式はスピーチだ。そういうふうに感じさせることがこのセッションの意味だったんじゃないか

と、私たちのチームは感じているところであります。（拍手）

樋栄　では「Yes、and」。

タコユキ　はい。まったくそのとおりで同

じ方向なのですが、もうちょっと付け加え

というか、スピーチがありますね。我々の

授業はスピーチを採っていますが、プレゼ

ンというと、一応それ以上と考えますが、

恐らく逆なので、スピーチの基礎ですね。

つまり、プレゼンをするためには手を叩く

というと一番単調なことですが、まず目を

合わせて次どうするかということを伝えな

くちゃいけないと同時に、相手の反応がそ

こで出てくる一人だけでなく、向こうとこっちとの間で、言葉なしにある種の教室の授業の基盤を作る

というのが、プレゼンテーションにとっては必要で、それができるとそのうちにスピーチを後から乗せ

ることができて、しゃべれると。授業というのは僕らはスピーチを通してそれ以上のことをやろうとし

ているけども、FD をやる時は逆なので、スピーチアクトが成立する以前のコミュニケーションをしよ

うとするとさらに言ってみれば、身体的な基盤みたいなものを作らないことには上をやってもしょうが

ないと。スピーチだけやると、それは非常に表層ごとになるのでボディが伴わないと寝ちゃいます。そ

ういう感じではないかなと。（拍手）

樋栄　はーい、ありがとうございます。それでは、総合的なまとめをここのチームでやってください。

ヤマちゃん　あの、大体共通項で私たちの

内容は、同じだと思うのですが、プレゼン

テーションというのは、一つの体系が何か

求められて、そのまとめをきちっと説明す

るというのが、結局プレゼンテーション。

ところがスピーチというのはそれぞれ、私

もちょっと言ったんですが、個性が非常に

ある。場合によっては個性がありすぎる場

合があると。だからその両方の極端という

のが、まさに私たちの手叩き、いろんな手
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叩き、アトランダムで、それからリバース、そういうことを通じて私たちは学び合ったのではなかろう

かと、こういうことでございます。（拍手）

樋栄　はい、ありがとうございます。もうまとめていただいたので、１時間目はこれでと言いたいとこ

ろですが、「ひかるちゃんはどう思っているの？」というところを簡単に共有させていただきたいので

すが。本当におっしゃっていただいたとおりです。私は今、SFC、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパス

で授業をさせていただいて、１回目の「プレゼンテーション技法」という授業は、いつもこれをさせて

いただいています。まったく同じような流れで。

学生に言わずに学生から出させるということをまず、「どう感じた？」と。「違いは何？」でも違い

は皆さん感じたとおり、拍手を回すだけだったらそこまで見なくていい。あの辺で「トン」といったら、

その辺の人が受け取ってくれる。ところが、同時拍手にする時には、受け取りに来てもらわなきゃいけ

ない。ただでさえ、１回でもこうなりますよね。「あ、え、あああ」と。それが何回も叩いていいとな

ると相手が、「ちょっとぉ、手加減して下さいよ。あんまり変なことさせないでくださいよ」と、そん

な気持ちさえ受け取らなきゃいけない。こっちは「ちょっといくぞ」という顔をしたものの、「いやい

やいや、その顔は」なんていうこういうやり取りがあって、妥協点じゃないですが、「わかった、わか

った、では３回ぐらいで止めておくよ」というので「パン、パン、パン」になったかもしれないです。

そういうやりとりが、「同時拍手」では起こっていたかと思います。

おっしゃっていただいたとおり、まず、相手が反応してくることをちゃんと受け取ってみる。

「Yes,and」で言うと、まず教員側が Yes、受け取りに行く。受け取ってみる。「アクティブラーニング」

とありますが、まずアクティブになるのは誰かというと、教員側がアクティブ。待っていても来ないか

ら受け取りに行こうというところがあったりします。

「プレゼンテーションとは、伝えることによって相手の聞き手の態度や行動を変容させるものである」

という定義があります。伝えることによって相手を変えることなんです。

それに対して「スピーチ（Speech）」とは、「スピーク（Speak）」なんですよ。「伝える」ということ

が目的です。誤解していただきたくないのは、そこも大切なんです。伝えなきゃいけない部分、知らな

いことは知らないから、「知っているだろ、知っているだろ」と引き出しても無理なものは無理。でも、

出ないものは出ないんです。だから、そこは伝えなきゃいけない部分もあるんですけれども、引き出せ

るものから入ってみる。日常生活とリンクさせてみる。例えば、経営、経済、法学なんていうところも

ありますが、それは日常生活で二十歳すぎないと、社会に出てみないと、という部分じゃない部分も多

くありますよね。消費者でもあるじゃないですか。とか。

そこのバランスです。その相手が聞く耳

を持ってみると、もっと知ってみたくなる。

「あ、なるほど」とまずそこのベースができ

た、ところでスピーチというところを乗っ

けてきて聞いてもらえる。聞きたくなって

いる状況をつくっていく、というところ。「プ

レゼンテーション（Presentation）」とは、

プレゼントである。相手にとってやっぱり

何らかのギフトというふうに受け取っても

らえる部分。それは、もっとベースで言うと、

皆さんのプレゼンス自身が相手に影響を与
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えていること。そのためには、やっぱりご

自身からコミュニケーションを取っていき

ましょう。

スピーチは、言い換えると、一方的に、

言っていただいたとおり、「インフォメーシ

ョン（Information）」でいいんですよ。イ

ンフォメーション。相手が知らないであろ

う情報を伝えるということ。in、投げ入れ

ると。投げ入れて、form、形づくっていっ

ていただく。

コミュニケーションとは、コミュニケーションってすごく便利に使われているんですよ。本来のい

ろんな意味を全部ひっくるめてコミュニケーションと言われています。「もっと学校内、コミュニケー

ション良くしていきましょうよ」と言っている側と受け取り側、もしかして違うかもしれないです。言

っている側は、「もっと思ったことは意見出していいんだよ」というつもりでコミュニケーション取っ

ていきましょう。聞いている側は、「いやいや、そもそもなんか言っているものの言わしてくれないじ

ゃない」って思っているかもしれないです。それよりは、一層のこと好きに意見言っていいよと、コミ

ュニケーション取ろうと大きい枠で括らず。「もっとコミュニケーション取ろうよ」が、「聞いて」とい

う意味で使っているか、「もっとわかりやすく話して」と言っている意味で使うか。実は全然違って受

け取られている。

「コミュニケーションって何？」と言ったら、今やっていただいた「同時拍手」です。同時に、「パン、

パパン、パンパンパン」これができている。uni、ですよね。一つのことが共にできていることがコミ

ュニケーションです。例えば授業に反映させてみるとしたら、こういうものを理解して、ここまで理解

してほしいが、「なるほど、それそうなんだ」と理解できているという状態を目指すことです。

（ホワイトボードに板書）

この円を見たことある方いらっしゃいますか？　これ、「Knowledge Model（ナレッジモデル）」と

いうんですが、Knowledge Model。知っている方いらっしゃいますか？　知らない。知らなかったです

ね。これ、「Knowledge Model」と言います。「Ｄは、don't」という意味です。「Ｋは、know」という

意味です。今、さっきまでの皆さんの状態です。I didn’t know that I didn’t know Knowledge Model.

「Knowledge Model」というものを知らないということさえ知らない。ということを今、皆さんにお伝

えさせていただいています。I know、I knew、かな、that I didn’t know Knowledge Model.　で、「な

るほどそういうことか」って今わかります。ここの部分がティーチ、教えるという部分になります。

さて、I didn’t know I know というものもたくさんあります。そんなふうに体系化して言っているの

かということじゃない。こういう道筋とはあるけどそういう違いってなんとなく知っていた、もう理解

していた？　なるほど。そういうふうなことを経験している、日常生活の中でいろいろと経験している

ことってもともとある。知っているということさえ知らないという状態のことはたくさんありますね。

それに対してこうしなさいと言われるだけでは、あまり心は動かないんですよ。「ああ、知っているわ」

で終わっちゃう。ここに行き着く時の「感動」、「発見」、「気付き」、「ああ、そうか、やってみたい。も

っと深めてみたい」という気付く発見。感動があったんですね。「心が動く瞬間に持っていくこと」を「コ

ーチ（Coach）」、「ファシリテーション（Facilitation）」と。そして、「プレゼンテーション（Presentation）」、

という形になります。
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先ほどの知らないことは知らない部分は、やはりレクチャーなりで伝えていく部分も必要ですが、

知っているというところから、まずはきっかけを作ってさらに深めていくというところで「コーチ

（Coach）」と織り交ぜていくと。まあこれが授業を作っていくというところで、必要になってきている

というのが今の時代になっています。

１時間目の時間が終わりました。10 分休憩して、２項目目に入りたいと思います。２項目目はもう

少しプレゼンテーションということを中心に。「プレゼンテーションと授業のデザイン」ということを

お話したいと思います。

（休憩中）

樋栄　はい、では２項目目を始めたいと思います。皆さんお揃いでいらっしゃいますか？　一緒に１時

間目を仲良く過ごしたメンバーは、これで終わりです。ありがとうございました。次に、この円の中で

１～６番までの数字を決めていただいて、今度は４人一チームの６チーム作りたいと思います。１～６

までの数字を決めて、同じ数字の人同士円になってください。はい。では席替えをお願いします。

樋栄　はい、１番はここに（集まってください）お願いします。２番はあそこに。

樋栄　すっかり飛ばしちゃったところがあります。（ホワイトボードにある図で説明）結局、１時間目

をまとめてれば「教」「育」とは、こういうことです。

（プレゼンテーション技法：「プレゼンテーション対決」を体験）

今度はまたプレゼンテーションをちょっと深めるゲームとして、「プレゼンテーション対決」、今度

は「対決」していただこうと思います。まず、左手の生命線が一番太く長い方がこのチームの中のリー

ダーになっていただこうと思います。（掌をみせて）ここですね。はい。じゃあですね、リーダーとい

うことでその方が１番から時計回りで、１番、２番、３番、４番、番号を決めてください。ちなみにト

リックというか、例えばこういうゲームをしたりディスカッションしたりすると、こうついチーム分け

をしますね。チームの中でやっぱりリーダーがいると、「あ、ちょっとリーダー、静かにさせて」とい

うので、やりやすいです。人数が多くなればなるほど、やりやすくなります。あと、いろいろとハンド

アウトする時も、「はい、じゃあリーダー、ここにあるのを取りに来て」ということができます。プラス、

よくリーダー決めというのでよく私はこの手相を使うんですけれども、先ほどナオちゃんがタコユキの

背中に文字を書いていたという話ありますが、結構その中学生時代女の子に近づくのにとおっしゃられ

ていたとおりです（笑）。よくある、「ちょっと手相見られるんだ、見てあげるよ」と言って、これはタ

ッチストロークというものなのですが、そういうところで親近感が湧くというところもあって、私はよ

く手相も使ったりしています。

ナオちゃん　タッチが一番いい。

樋栄　今から「プレゼンテーション対決」

をやっていただきますが、４回戦までやり

ます。先にインストラクションだけお聞き

いただければと思います。まずは、１番、

２番、３番、４番、決まりましたので、１

番対２番の対決が１回戦。２番対３番が２

回戦。３番対４番が３回戦。４番対１番と

いうのが４回戦目になります。それぞれの

１回戦、２回戦、３回戦、４回戦、それぞ

れにテーマをお伝えします。お題を言いま
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す。お題を差し上げてから、そのお題につ

いてプレゼンテーションは 30 秒で行って

いただきます。30 秒 VS30 秒です。考える

シンキングタイムも 30 秒差し上げます。30

秒の間に 30 秒のプレゼンテーションを考え

て、はい、１番の人、よーい、スタート。

30 秒終わったらはい、続いて２番、よーい、

スタート。私はタイムキーパーをさせてい

ただきます。

３番と４番の方は、ここまさにこういう

感じですね。例えばですよ、１番対２番。で、３番、４番がもうちょっと横並びで座っていただいて、

観客として見ています。二人のプレゼンテーションが終わったら、はい、じゃあ「ジャッジングタイム」と、

判定タイムというので判定していただきます。「どちらにより心を動かされたか」。15 秒で考えていた

だきます。15 秒経ったら私が、「はい、では判定いきます。３、２、１」と言ったら、どっちかに手を

差し伸べます。これはダメ出しではないで

す。どっちもとかではなく、本当に１ミリ

でもこっちのほうがより見たくなったとか

ですね。となった時、手を動かしていただ

いて、その後でダメ出しではなく「フィー

ドバック」というものをしていただきたい

のです。自分が心を動かされたポイントは

こうである。そういうことで、この１回戦、

２回戦、３回戦、４回戦を通じて、「心を動

かすためにはどんな組み立てにしたらいい

のかなとか、どんなポイントで話せばいい

のかなとか、そういうことを学び合うということ」が趣旨になっています。したがって、決していじめ

ではないです。楽しんでやっていただければいいなと思います。

ということで、1 番、２番の人が話すように座っていただいて、２番、３番の人がその前に、向かい側に、

観客側に座ってください。はい、では、第１回戦のお題は、「おすすめの DVD 映画」。レンタル屋さん

で借りられる、今、映画館でやっていない、おすすめの映画。はい、まずはシンキングタイム、30 秒。

（考え中：30 秒）OK。シンキングタイム終

わりです。では１番の方からいきましょう。

３、２、１、スタート。（プレゼン中：30 秒）

はーい。終わり。

２番の方、いきましょう。観客に向かっ

てしゃべってくださいね。３、２、１、ス

タート。（プレゼン中：30 秒）はーい、終了。

はい、ではじゃあ 15 秒でどちらに勝敗とい

うか、選ぶか。どちらをより見たくなった

かを選んでください。そのあと、終わった
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らフィードバックをしてあげてください。はい。では、まずは判定いきましょう。ドキドキですね。１

回目の判定です。はい、どちらかに手を差し伸べていただきます。３、２、１、ドン！　

では３番の方、そして４番の方、それぞれフィードバックをしてあげてください。（フィードバック）

タイムアップです。はい、早いですね。

はい、今度は第２回戦。２番対３番で、観客側に向いてください。テーマは、次は、「おすすめの小説」

で 30 秒。まずはシンキングタイム。（考え中：30 秒）OK。じゃあ２番の方からいきましょう。３、２、１、

どうぞ。（プレゼン中：30 秒）はーい、じゃあ続いて３番の方、どうぞ。（プレゼン中：30 秒）はーい、

終了。では判定タイム、たくさんまだ聞こえますが、判定タイムでお願いします。はい。では４番と１

番の方から判定ですね。いきます。３、２、１、ドン！　ではフィードバックをしてあげてください。（フ

ィードバック）

はい、では、１回戦、２回戦が終わりまして、３回戦に行く前に、30 秒で相手を変えるという経験

も、体験もしていらっしゃいます。どんなストーリーになれば、もしくはどんなふうに伝えれば、相手

を変えることができているのだろうか。「30 秒で相手を変えるプレゼンテーションのエッセンス、極意

は、何でしょう」を１回戦、２回戦を振り返って、一チーム、最低五つぐらいは挙げていただけるとい

いですかね。はい。３分間差し上げます。「振りかえって、相手を変えるプレゼンテーションのポイン

トを挙げてください」。

（話し合い中）

樋栄　では、一チーム三つずつ挙げていただきましょうかね。はい、重複しないでお願いします。はい、

どのチームからいきましょうか？　

キシケンちゃん　「相手に感動を与える」。「シンクロさせる」。それと、「相手の立場を踏まえてプレゼ

ンする」。

樋栄　はい、ありがとうございます。（拍手）付け加えてということで三つ、ありがとうございます。

ヤマちゃん　「驚きに相当すること。それから共感を覚える。それから興味」。

樋栄　「興味」。はーい、ありがとうございます。（拍手）あちらのほうが早かったですね。

ケンちゃん　まず、「相手が聞くという態勢を引き出す」ということ。それから、「大事なことは時間内

にちゃんとまとめる」ということ。そのためには、「キーワード、フレーズを用意しておく」ということ。

以上です。

樋栄　はーい、ありがとうございます。（拍手）はい、どうぞ。

ヨッちゃん　「キーワード」を言われちゃいましたね。キャッチーね。皆さまが素晴らしい。「言葉が明瞭」

であること。それから、「自分自身がその事柄にどれくらい繋がっているか」ということ。それとあとは、

「話題性」ですね。皆さんが知っているような話題に絡めて話したらいいと思います。

樋栄　はーい、ありがとうございます。（拍手）はい、どうぞ。

コウちゃん　まず、相手が「驚く」ようなことを。

樋栄　「驚き」は出た気がします。

コウちゃん　あ、出ました？　それじゃあ「アクション」。

樋栄　「アクション」。

コウちゃん　「アクションを付ける」。

樋栄　アクションを付ける。

コウちゃん　はい。それから、「相手を見て、相手の興味・関心を見て、相手の中でひっくり返りそう

なところを狙って、訴える」。
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樋栄　ああ、相手をとにかく見て。はい。

ミカンちゃんチーム　とりあえず出ちゃったので。

樋栄　何か、何でもいいから頑張ってください。

ミカンちゃん　「相手が想像力が膨らむように仕掛ける」。

樋栄　ああ、想像力が膨らむような仕掛け、いいですね。はい、じゃあ最後。

グッさん　はい、「聞いていただく人の年齢層」を見る。

樋栄　おお、はい、はい。

グッさん　あとは、「イメージが湧くような内容を伝える」というのは。

樋栄　言ってないですね、まだ。はい。

グッさん　相手にイメージを湧かせるような内容を伝えるということと、あとは、もう少し時間をかけ

られるならばかけたい（笑）。これはダメですか？　じゃあ、かぶるかもしれないけど「大きな声で言う」。

樋栄　大きな声。はい。

はーい、ありがとうございます。（拍手）「時間を掛けるというのは、あの時間は決まっている。け

れども、もっと聞きたくなるって」。「えーと、終わっちゃったんですけれど、後でもうちょっと聞かせ

てもらっていいですか？」とか、「来週も聞いてもいいですか？」とか、そのような仕掛けになってい

たらいいですよね。

すごく素晴らしい。はい、ということで、サブロク 18 個のアイデアをいただきまして、第３回戦、

ハードルが一気に上がったと思います（笑）。感動させる、シンクロさせる、相手の立場を考え、聞き

手を分析するというところですかね。要するに聞き手が何を伝えたら感動するのだろう、興味が惹かれ

るんだ。聞き手をよく観察すること、というところが、結構ベースにあるかもしれないですね。はい。

ということで３回戦のお題は、「おすすめのおやつ」で。はい、では 30 秒、シンキングタイムどうぞ。

（考え中：30 秒）はい、じゃあ３番からいきましょう。よーい、スタート。（プレゼン中：30 秒）はーい、

続いて４番の方、３、２、１、スタート。（プレゼン中：30 秒）はーい、終了。では、15 秒、判定タイム。

どっちがより食べたくなったか。どっちをより食べたいか。はい。では、食べたくなったほうに判定い

きましょう。３、２、１、ドン！　じゃあ１番の方、２番の方、フィードバックしてあげてください。

（フィードバック）

樋栄　はい。あの、お題を出すにあたって、第１回戦はまず DVD と。ちょっと１回戦なので簡単にし

ました。何を言っているかというと、「動画ですよね。動くもの。耳も目も刺激されていて、先ほども

出ましたが、イメージは共有されやすい」。２回戦はそれに対して本、小説。「ご自身が読みながら描い

ているイメージをどう伝えるか」。ちょっとハードル上がります。今度は３回戦。「口の中の記憶を呼び

起こす」という。そうですね、食感も含めて聞いた瞬間それがよだれを呼び起こしているかという（笑）。

あ、ジュルッと、それを思わず今食べたい。やっぱり五感を刺激する。眼だけじゃなく例えば耳、食感

というところで、そこからどう行動に移していくか。聞いて本当に買いに行きたくなったのか。「もう

それ我慢できず食べに行きたいな」と思うようにするにはどうしたらいいんだろう。言葉だけ入れられ

ても、やっぱりイメージ尽きかねちゃうというか。やっぱりここのイメージ、例えば夏だったらやっぱ

り桃なんて、おやつですから、フルーツもありで。「カプッと噛んだ瞬間にジュワッと出てくるあの果

汁というか」なんて言われると、「ああ、あの桃、やっぱり新鮮なあれ、かじってみたいな」と思った

りするけど、今だとイチゴですね。「うん、あの新鮮なちょっと大きめの」なんていうふうにあるかも

しれないと思います。

樋栄　ちょっと、仕掛けておけばよかったですね。ちょっと連携が甘かったです（笑）。ということで、
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第５回戦は、では今度は何を刺激するの？

ということなのですが。第４回戦は「おす

すめの日帰り旅行」ということで、４番対

１番の対決です。30 秒シンキングタイム。

日帰りで行ける所、おすすめの。そういう

のはあり。何でもあり。はい、じゃあ４番

からスタートです。３、２、１、スタート。（プ

レゼン中：30 秒）はーい、続いて１番の方、

３、２、１、スタート。（プレゼン中：30 秒）

はーい、じゃあ 15 秒、判定タイム。どちら

に行ってみたくなったか。はい、じゃあ判定いきましょう。３、２、１、ドン！　はい、じゃあフィー

ドバックをしてあげてください。

（フィードバック）

樋栄　はい、じゃあですね、また、皆さんへの投げ掛けをさせていただきたいのですが、今の 30 秒の

プレゼンテーションで、いろいろと三つずつでサブロク 18 出てきましたね。ほかにもきっと気付かれ

たこといろいろあったと思います。この30秒のプレゼンテーションで見つけたポイントを、90分の授業、

もしくは、15 回の授業に展開できると思うんですね。90 分の授業でも必要なポイントが多分いろいろ

出てきていたと思います。はい。５分差し上げます。今の体験を「90 分の授業、もしくは 15 回という

ストーリーの中に展開して、必要なことと、授業にとって必要なこと」、ということを５分後に発表し

ていただけるように、まとめていただきたいと思います。お願いします。

もうすべてまとめていただけたら一番嬉しいです。はい。

（話し合い中）

樋栄　いいディスカッションができているようなのですが。はい、では、うちのチームというチームを

すごくアピールされていただいて、はい、どうぞ、お願いします。

ルーちゃん　まず、授業を始める際にテーマを明確にする。今日は何の授業をするのか。そうすると、

学生のほうも今日はこういった内容をやるのだということで、すごく聞き入れやすくなる。それがまず

一点。あとは、視覚的五感とさっきあったように、映像を使って部分的には紹介する。あとは、プレゼ

ンだけ聞くだけでメインになるのではなくて、手を動かすような、

メモを取るとかの作業も、手を動かすという五感もできると。あと

やっぱり学生にも発言をしてもらいたい。その際難しい質問は大変

なので、今やったように「どっちが良かった？」というようなので

学生にもまず問題ないと思うので、「どの辺が良かった？」という

簡単な質問を学生にするように。

樋栄　素晴らしい。はーい、ありがとうございます。（拍手）では

これを受けて、はい、どうぞ。

シンヤ　その五感にとかテーマを明確にという先ほどおっしゃられ

ていたようなことは、これはすごくいいんじゃないかなと思います。

お菓子のテーマを与えられた時に、私はバレンタインのチョコ

で生チョコが美味しかったので、その話をして、ちょっと良かった

なと。これは、今現在みんなが、８月だったらだめかもしれないけ
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ど、ついこの間ホワイトデーとかバレンタインがあってみんなチョコレートに関心が向いているわけで

すね、ある程度。だからその、関心が向いているところから、一種の何と言うかイントロと言ってもい

いんですけども、通路と言いますかね。結局どこからか入って何かを教えなきゃいけないんだけれども、

そこに入る時にいきなりドーンと入ったってだめで、イントロというこの通路に、できるだけ入りやす

い、「ついこの間ああいうことがあったよね。あれ、面白かったけど、ところでどう思う？」と。そう

いうのが大事だなと。

あと、イメージ、味覚とかああいう五感に訴えるようなことは、やっぱりイメージ的なことが伝え

られなきゃいけない。特に僕らの工学系ですと、例えば空電変換だとか、虚数だとかいろんな出てくる

のですが、まずその式を覚えるんじゃなくて、頭の中にイメージを作ると。「空電変換のイメージって

こういうものですよ」と。例えばこういうものですよ、こういうものですよ、というふうにやって、で

きるだけイメージを作ってもらって、最後に式を覚えるんだという、そういうのが重要で。

あと、最後にこちらの驚きとか、面白さ、「えっ！？」というようなサプライズと言うんですかね。

僕はよく音声なんですけれども、「あかさたなはまやらわ」というのがありますけども、あれは順番が

あるんですよね。規則ってご存じの方いらっしゃいますか？　どういう規則で並んでいるか。あれは規

則がちゃんとあるんですよ。ここでそういう話をすると長くなるので（割愛します）。（笑）。

樋栄　あ、長くなるんですか。あ～あ、残念（笑）。

シンヤ　「あかさたなはまやらわ」、あれ、

ルールがあってああいうふうに並んでいる

ので、適当にならんでいるわけじゃないん

ですね。というふうにするとみんな、「え、

ほんとかよ？」と思うじゃないですか。そ

こから音声の話をすると、結構この驚きか

ら、「ああ、なるほどね」という。そんなと

ころですね。

樋栄　はい。ありがとうございます。（拍手）

もう言いたい。はい。

シンちゃん　そんなに大それたことは申し

あげられないんですけど、やっぱりサプラ

イズというのは教えることに対してスピー

チとかのところで大事なことなんだなと痛

感させていただいています。さらに思うん

ですけども、どうしても大学になってまい

りますと抽象的な議論をするのが増えてま

いりますが、それは五感というところにも

繋がっているかと思いますが、現実的なと

ころで擬似体験をさせるということが一つ

のポイントになってくるんじゃないのかなと感じております。そこで、できましたらそういうところで

本人に達成感というものを感じさせることですね。そしてその結果として、自分で勉強していくという

かそういうところに意義を感じて、自分でステップ・バイ・ステップに進んでいくような、その様に持

っていけることが大事なんじゃないのかなというふうに感じています。
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それと、少し抽象的な議論になってくるんですけども、「使命感」ですよね。そういうところから、「達

成感」とか「使命感」というものを感じさせるようなところへ持って来られたらベストなんじゃないか

なという感じのようなことをここのチームでは言っていたような感じで非常に難しい。（拍手）

樋栄　はーい、素晴らしい。ありがとうございます。

ヨッちゃん　あの、「達成感」、「使命感」、

素晴らしいご意見が出たと思いますし、こ

ちらもちょっとそれに似たような感じで、

こちらはもう見てのとおり崇高なグループ

です（笑）。最も人間的な話し合いが行われ

まして、ええ、全然違うところに。

で、 や は り ち ょ っ と 語 源 か ら 説 明 さ

せていただきます。プレゼンテーション

（presentation）。これはラテン語から来てい

ますね。pre は前ですね。あと s というの

を取って、en というのはこれは been という意味です。それを立ち読んでこれで何々をさせるというこ

とで、ものを自分の目の前にあるように現前化させるというのが、このプレゼンテーションの本当の定

義です。もうそこにすべてがあるわけで、結局なんでスピーチじゃだめかと言うと、スピーチというの

は概念なんですよ。概念として説明をし、それを分析的に理解させるという働きをスピーチと言います。

「プレゼンテーションというのは目の前にそのものを改めて現前化させる」ということですから、我々

が、例えば先ほどおやつの話がありましたが、甘いお菓子、そのようなあんこ玉があるわけですね。美

味しいわけですよ。ということを「表象させるというのがプレゼンテーション」ですので、我々は別に

生まれてきて、何も勉強しなければならないという契約を結んで生まれてきている人なんて一人もいな

くて、お父さん、お母さんが勝手に仲良くなって我々が生まれてきたのですから、ここが大事ですね（笑）。

そうすると、別に生きなければいけないという契約を結んで生まれてきたのではありませんので。生ま

れて来ちゃったので、で、どうすればいいかと言えば、それは当然「生まれて生きていて良かったな、

いいな」というふうに思うということが前提になるわけです。

そうすると、どうしても今のように、我々が生きている社会がどのようにあり、どのような楽しみ

があるかということを現前化させなければ、インセンティブにならないわけですよ。ということがまず

基本的な授業の在り方の前提になるのではないかなということです。そのためには、自分が楽しんで生

きているということで、自分が動かなければ、心を動かされているということを示し、それによって相

手の心も動かしていくことが、これが一旦まず必要ということです。

その時に、少し概念的な話になりますけれども、新しい知識を示されて、それに喜びを感じるとい

うのは、これは人間の常でして、国士舘の学生だって、皆さんもそういう反応をちゃんと示す。ただそ

のやり方が、スピーチでは伝わらないということで、それをプレゼンテーションで伝えるということが

大事だと。交えながら伝えればピーンと来るのではないかなと思います。

あとは、生きているために必要だという面もあって、「生きているために必要ですよ」ということを

スピーチしたらダメなのです。それだったらきれいごとになるので、そういうのは。「あなたたちはこ

ういう勉強していると役に立ちますよ」なんていう話はもう聞きたくもないんですよ、そんなことは。

そうじゃなくて、本当に君が社会に出た時に、こういうふうに役に立つということが相手に伝わる必要

があるということです。そのために必要なのはやはり具体的な事例を入れて、自分が説明をし、それに
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よって自分が動かされている、あなたたちも動いてね、という、そういう具体的な説明を入れながら、

やっぱり社会の在り方を現前化させるということが必要だということと、あとはそれには、やっぱり明

瞭な説明というのはどうしても必要になるだろうなということです。

こういうことを通じて最終的にやっぱり 15 回、90 分のすべてのコンテンツがここに残るなんていう

ことはないので、一番本質的なことが、心に定着するように、最初から我々が狙うべきなわけで、それ

は無理ですから、全部残すというのは。ある残したいものがあって、それがターゲットになるわけで、

それを残すための手練手管が授業だということなんじゃないでしょうか。（拍手）

樋栄　はーい、ありがとうございます。どうぞ。

ケンちゃん　ヨッちゃん、素晴らしい（笑）。確かに、そのとおり

で、私たちのグループはもう少し簡単なところで考えてきたんで

すけれども、四つ目のテーマが「日帰り旅行」という案で、これ、

二人のプレゼンテーターが温泉旅行というので、かぶったんです

ね。そうすると先攻、後攻で、後攻のほうは先攻のプレゼンテー

ションを受けて、そのさらに上を行くようなことをやったわけで。

つまり、これは何が言いたいかといいますと、例えば、90 分授業、

15 回の授業の中で、公開授業なんかをやれば、そこでその他の先

生の授業を見て何か気付きが得られるのではないかというふうに

感じました。

あともう一つ気付いた必要なポイントとして、やはり、映画、

小説の時には、時間が足りなくてプレゼンテーション途中で切れ

ちゃう。で、おやつの話になると意外に早く終わって、30 秒なの

にちょっと余っちゃった。そういうことがあったりしますので、

これ、何がダメだったかと言えば、つまり、30 秒で準備しようというのはなかなか大変。いい授業を

しようと思ったら、じっくり時間をかけて準備して、授業をすることが大事ではないかということを感

じました。以上です。（拍手）

樋栄　はーい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後、そちらのチーム、えーと、まとめのよう

な話でお願いします。

ニッくん　もう出切ってしまったと言ってもいい感じで、もうす

べて、こちらも崇高な先生方がたくさんいらっしゃるので、（笑）

非常に議論が活発だったんですが、すべてこちらのほうに出切っ

ているようでありますが。

実際に最初からステップを考えていくと、もう結構拍手を使っ

て、この手を叩くという。この実は「手を叩く」という現象は、

私は理工学部ですので TV のところでパルスを作っているという

ことで、このパルスというのは実に工学的には重要な要素ですね。

先ほど空電変換の話が出ましたが、このパルスの「パン」、これ

が実はすべての周波数を持つのだよという話は、時間で言えば１

時間を使ってしまうわけですよ。

で、このパルスを使ったコミュニケーションということになる

と、つまり、「手を叩いているほうを見てくれないと伝わらない
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でしょう」というのは、まさに例えば携帯電話で、これはあの、パルスを使って、中はデジタルパルス

ですけれども、アンテナが何本立つかというのは、そのアンテナがちゃんとこっちに向いているかどう

かというのに対応するわけですよね。そういったことも含めると、いかに今のコミュニケーション社会

が、何でもないこの「手を叩く」という現象をもとにした、パルスがもとになってすべてが使われてい

るんだよ、ということから、すべての説明をできると思うんです。

通信についてもこのパルスの式がこうなって、例えばこちらが手を打って、相手が戻ってきた時の、

タイミングのズレというのが、例えば「同期はずれ」とかいろいろあるわけですけど、その同期のはず

れがどこに影響してくるかということを実際に見ることによって説明ができると。人の体も実は心臓の

動きがパルスなわけですけども、そのパルスというのは要するに心臓がパンパンと叩いて、その波形を

細かく見ればどうなるんだという、耳で聞くと一瞬にしか聞こえないものが実は時間を狭めていくとか

なり多くの情報を含んでいるんだよ、という話もずっとその中に入れていくことができるかもしれない。

そうすると、「手を叩く」という単なる一つの現象が、ものすごくいろんなものを持っている。例え

ば、触診と言って、おなかをポンポンとやると、中から反動が返ってきて、体の診断ができますけれども、

それも実はまったく同じ、手を叩くと同じパルスを使っているという現象を、15 週に広げて、各パル

スの応用性というものから中に入っていくことで、最終的にはそういったシステマティックに見ていっ

た時に、例えば、そういったものが全部融合されて、「こんな楽しみになるんだよ」ということになれば、

また、一つ工学的なものと社会的なものが融合していくかもしれません。もとが拍手だったということ

で。（拍手）

樋栄　ありがとうございます。パルス？

ニッくん　パルスです。pulse です。それがデジタルのまたもとになりますので。

樋栄　なるほど。素晴らしい。

キシケンチーム　これ全部含めて講義してもらって（笑）。

樋栄　そうですね。はい。いや、もうまったく本当にそのとおりですね。全部出しちゃうとあれなんで

すけれども、たった２時間半しかお時間なかったわけですが、皆さん、やっぱり崇高な方々が多くて（笑）、

私が基調講演というものをしゃべるではなく、体験していただいて、それをいかにご自身のものとして

持って帰っていただいているかというところで、非常にやっぱり皆さん素晴らしい先生方だなぁとすご

くいろいろ感じます。やったことすべてが私はメタファーのように持って帰っていただければ、非常に

嬉しいなと思っています。何が言いたいかというと、もうまさにニッくん、ニッくんがおっしゃってい

ただいたとおり、ニッくんがそのままこれを自分の授業に応用させるならば、というところで受け取っ

てくださって。

よくありがちなのが、「じゃあ拍手やればいいのか」という話になってくるんですけども、そうじゃ

ないんですよ。うん、やっぱりそのテーマなんですよね。例えば私が、「プレゼンテーション技法」と

いう授業の中で、拍手回しと同時拍手をやっているのは、そこで見つかるプレゼンテーションの本質と

いうところ。なので、15 回の授業の中でいつも最終的に「今のは同時拍手になっていた？」というふ

うに投げ掛けるのです。相手を動かそうと思ってストーリーを作っていたのか。それとも言いたいこと

を言っていただけになっていたのかどっち？というところで、導入したところからその 15 回に至る途

中途中で、同時拍手になるためにはどういうふうにストーリーを考えたらいい、なんていう話をさせて

いただいたりしています。

なので、何が言いたいかというと、どうやればいいじゃない。もう最初にタコユキが発表もされて

いたとおり、「正解はないし how-to ではない」のです。ご自身が授業をされていく中で、じゃあこの



43

目の前にいる学生が、こう変わってほしい、

こう持って帰ってほしい。じゃあどのよう

に授業を組み立て、何を取り入れて、それ

は取り入れるものは今回は拍手。これはパ

ルスに、pulse に影響しているかもしれない

ですけれども、例えば、今まで生まれてか

らやってきたいろんな遊び、例えばおはじ

きだったりあやとりだったり、そんな話を

していたら、ある医療系の専門学校の先生

が、こんな模擬授業をされました。

皆さん、利き手を挙げてください。それを、お尻の下に敷いてください。空いているほうの手で、今、

架空の話をしていますけど、目の前に置かれている折り紙で紙飛行機を折ってください。はい。という

ことで、障害を持った方のまずは体験をし、次に隣に介助者が付いて、じゃあ今、障害を持った人に、

ただ手伝って作ってあげるのではなく、この人が基本メインで作るけど、結構紙飛行機作るのに、鋭利、

尖った部分を作る時に押さえてくれる人がいるといい。なので、最低限のお手伝いをしてもらうための

指示をする、もしくはそれを察知して手伝ってあげる、なんていうことを模擬授業でやっていただいた

りしました。

ということで、きっかけという今日は２時間半だったかなと思っています。ちょうど５時に鐘も鳴

って終わりまして、残りプラス 10 分ほど、質疑応答のお時間がありますので、何でもご質問あれば、

お聞きいただければ、お答えさせていただきたいと思います。一旦私の授業、研修はここで終わりにし

たいと思います。ありがとうございました。（拍手）ありがとうございます。

加藤　大変、目の覚めるような素晴らしい今日は２回の講義が終わろうとして、最後のところで、我が

国士舘大学の教員も非常に素晴らしい面々が揃っているなと、こういうようなことを実感できるのもＦ

Ｄだ、というところであります。それぞれの教員が、それぞれの自分のフィールドに持ち帰って、今日

のこの我が校にフィードバックすることが、広義の大人じゃないかということだと理解しております。

どうでしょう、この余韻を、まだ、ヨッちゃん、ニッくん以外にもう一人、どうだ、というのが出

てきてもよいのかなというぐらいに感じておりますけれども、どうですか？　

それでは、本当に今日もまた、素晴らしいスターを二人見出したわけですけれども、ヨッちゃんは

在外研究で、次期からＦＤ委員は交代ということで。ということで、今日は本当に実りのあるシンポジ

ウムだったと思います。それでは、締めに教務部長の岸本先生から。

岸本　前回、ティーチングポートフォリオ

というところで、今回のこの話と決して無

縁ではなくて、ビシッと繋がっている。最

後に出していただきましたような格好で、

今回この時間内で「15 回の授業展開ができ

ますか？」と言った時に、「今、やりましょう」

と、こういう気持ちになってくれている先

生方がここにはお集まりです。ここに来て

ない先生に本当はそういう気持ちになって

ほしいんですけども、我々は、では 15 回終
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わった時に、つまり４月から 15 回、７月に終わった時に、ポートフォリオを書きましょうよと。これ

をこうやったかどうか。自己点検、自己チェックという意味で。そういう格好で繋げれば、本当に実り

のあるこういう講習会になったり、スタッフが出てくるんじゃないかという気がします。ですから、先

生方の中でいろんなこういうシリーズの中で、繋げ方があると思いますけども、各先生方が前々回、そ

の前からやってきたことが全部繋がっているという、こういう計画を、素晴らしいことをさせていただ

いていますので、それを消化していただいて、自分の授業の改善に努めていただければ、この会も素晴

らしいものになるのだと思います。ちょうど締めにいい話をしていただい、どうもありがとうございま

した。（拍手）

樋栄　ありがとうございました。

加藤　ここでお願いがあります。ＦＤワークショップのアンケート、今日は大変申し訳ございませんが、

２枚。一つは樋栄先生に対して。もう一つはＦＤの委員会の進歩のためのアンケート。是非是非この時

間で、下に行くまでの間にまずアンケートを書いていただきまして。それで、続きまして、１号館の地

下の教員食堂のほうで、意見交換会を用意しております。今 17 時です。

このアンケートを書き終えましたら、教職員食堂に移っていただいて、いうことで、よろしくお願

いいたします。
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閉会挨拶

副学長

山﨑　弘之
（政経学部教授）

山﨑　今日はどうもありがとうございました。

本日の研修でよく分かったことは、本学の教育理念「活学」に

も通じることですが、「教育とは実践を通してのみ活かされる」と

いうこと、まさに「教育」の要諦を学んだようで、われわれにと

り非常に貴重な体験だったと思います。

これで私もう今年で大学を去りますが、最後のお土産を頂いた

ようで、本当にありがたく思いました。せっかくの機会でもあり

ますので、いくつか確認させていただいて、理解を深めたいと思

います。

実は、今日の「プレゼンテーション」、「スピーチ」も、どうも

日本人は、コミュニケーションを苦手としております。教育のグ

ローバル化を考えるとき、これからの国民性の問題と絡めてどう

するかという事を考えなければならないと考えます。

先生の名刺に、宗教の話も出ていましたので、「キリスト教と仏教」との違いを整理しておかねばな

らないと思っております。

また、私の専門分野は経済学で、「ハイエク」を研究しております。ハイエク先生は『感覚秩序』と

いう本を書いており、無意識の世界にも造詣が深い経済学者です。その無意識ということも、最近では

fMRI 注 1 という医療方式を使えば、ある刺激に対して脳のどの部分が活発に活動しているか、だんだん

判るようになってきました。

　また、アダム・スミスという経済学者は、その著書『道徳感情論』の中で、道徳はどこからくるのか

という事をスミスは「共感」からくると言っています。『共感』を認識するところは最近の医療機器に

よると共通項の部分は万人が共通らしいのです。したがって、宗教を超え、民族を超え、まさに共通の

ステージにのっていけるのではないかということが書かれていました。

先生にそれでよろしいかどうか、後で個別にお聞きしたいと存じまして、こんなところで挨拶に代

えさせて頂きます。

注 1　「functional Magnetic Resonance Imaging」の略。脳血流動態反応を視覚化する方法の一つ。
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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



52



53

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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アンケート
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