
国士舘大学 
第11回 FDシンポジウム

『学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン
　　　　　　　～中退問題の傾向と対策を考える～』  

平成26年7月26日（土）13時00分～18時10分
メイプルセンチュリーホール(MCH)

 5階 第1会議室 

11





目　　　次

開会のことば　………………………………………………………………………………………………… 1
　　　　　　　　　　　　副学長・ＦＤ委員会委員長　中島　　徹

挨　　　拶　…………………………………………………………………………………………………… 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学長　三浦　信行

講師紹介　… …………………………………………………………………………………………………… 3
　　　　　　　　　　ＦＤｅｒ・ＦＤ委員会副委員長　加藤　直隆

第１部
講演・ワーク…………………………………………………………………………………………………… 5
「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン～中退問題の傾向と対策を考える～」
　　　愛媛大学…教育・学生支援機構教育企画室副室長　山田　剛史

閉会のあいさつ　… ………………………………………………………………………………………… 38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副学長　岡田　　繁

第２部
意見交換会　…………………………………………………………………………………………………… 39
開会のことば　………………………………………………………………………………………………… 40
　　　　　… … … … 　　　　学長　三浦　信行
乾杯の音頭　…………………………………………………………………………………………………… 41
　　　　　　　　　　　　副学長・ＦＤ委員会委員長　中島　　徹
閉会のあいさつ　… ………………………………………………………………………………………… 42
　　　　　　　　　　ＦＤｅｒ・ＦＤ委員会副委員長　加藤　直隆

資　　　料
　講演・グループワーク　
　　説明資料（スライド）　……………………………………………………………………………………… 46
　　配付資料　… ………………………………………………………………………………………………… 52
　　グループワークの成果（魅力ある授業とは）　…………………………………………………………… 54
　　アンケート　… ……………………………………………………………………………………………… 58
　　ポスター　… ………………………………………………………………………………………………… 62





1

開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）

　中島　　徹　
（法学部教授）

　皆さんこんにちは。ＦＤ推進室長の中島でございます。本日は、春期

定期試験の最中と猛暑にもかかわらず、諸先生方にご出席いただきまし

て、まずもって厚く御礼申し上げます。

本日は、第 1部の講演の講師として、愛媛大学教育・学生支援機構教

育企画室の副室長でいらっしゃる山田剛史（やまだ・つよし）先生をお

招きしてございます。先生には何かとお忙しい中を、ご講演をご快諾い

ただきましたこと、ここに改めて御礼を申し上げます。

先生の詳しいプロフィールにつきましては、後ほど司会のほうからご

紹介があるかと思いますので、そちらのほうに譲るとして、私からは、

先生の略歴をご紹介いたします。

先生のご専門は教育心理学と伺っております。また、「大学生の学習・生活実態調査」にも関わって

おられます。学生のこころの問題、大学への適応と満足度等の分析をとおして、豊富な知見をお持ちで

す。また、ＦＤ研究と実践に精力的に活躍されていらっしゃいます。

本日の演題は「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン」であります。副題として「中

退問題の傾向と対策を考える」という演題で、お話しいただきます。

先生の豊富なご経験から、いろいろ示唆に富んだお話をいただけるものと大変楽しみにしておりま

す。本学では、中退問題は全学挙げて取り組まなければならない重要な課題となっております。本日ご

出席いただいている三浦学長を先頭に、現在さまざまな取組みを進めております。山田先生のお話を大

いに参考にさせていただきたいと考えております。

本年は、平成 21(2009) 年度に始まる 3 期 6 年のロードマップに基づく 6年目にあたります。各期は

５つのワーキンググループを結成し、これまで第 1期、2期の 2 回、学長へ各ワーキンググループの提

言事項を報告書という形で提出してきました。

今年は 25 ～ 26 年度の 2 年間の第 3 期のまとめの年に当たります。本来ですとこの第 3期の研究課

題の進捗状況の報告というのは、来年の 3月にシンポジウムを計画してご報告するということが例年の

パターンですけれども、今回は山田先生の「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン」とい

うテーマが、実はこの第３期の各ワーキンググループのテーマと密接にリンクしているということで、

来年の 3月ではなく、この時期の目玉として企画したということでございます。

そういう訳で、限られた時間ではございますけれども、山田先生から講演をいただき、後ほど先生

方から活発なご意見をいただきながら、現状の中でどのように活かせるかを探っていきたいと思ってお

ります。

そしてまた各ワーキンググループのテーマに沿った活動にも大いに刺激になると思いますので、ア

ドバイス、ご助言を、いただければ有難いと思っています。今日はよろしくお願いいたします。	
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挨　拶

学　長

三浦　信行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　こんにちは。春期定期試験の最中にもかかわらず、諸先生方にご参加

をいただきありがとうございます。

　さて本日は、司会の加藤先生と中島先生からご案内がありましたよう

に「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン」と題し愛媛大

学の山田剛史（やまだ・つよし）先生にご講演を賜ります。また、副題

に「中退問題の傾向と対策を考える」とありますように、本学にとって

も喫緊の課題である中退問題にも触れていただきます。　	

　愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室は平成 22 年 3 月に文部科学

大臣から四国地域の教職員能力開発拠点として認定されております。愛

媛大学は、ＦＤ、ＳＤ、ＩＲ等の先進的な取組をされておられます。特に、

山田先生は、その中核を担わられ、ＦＤ活動活性化のため、このように全国の大学を駆け回っておられ

ます。昨年、本学初のＦＤ er となられた加藤直隆先生は、愛媛大学の養成講座を受講され「修了証書」

を授与されました。

　山田先生は、後ほど司会からご紹介がありますが初年次学習、学習成果（ラーニングアウトカム）、

教育方法、教育評価、学習成果、学生調査の開発とＩＲ等、今日的な研究にエネルギッシュに取り組ん

でおられます。

　最近「学習観」「授業観」「学力観」「教育観」など○○観ということばを耳にします。

　大学教育は、近年、教員による「知識の伝達としての教育」から、学生による「主体的・能動的な学

習」へと「教育観」は変貌を遂げて参りました。

　学生による主体的・能動的学習は、総じてアクティブラーニングとよばれ、その授業形式は、協調／

協同学習、課題探求学習、問題解決学習、ＰＢＬ（Problem または Project	Based-Learning）など様々

な形式の授業が含まれます。

　教員の授業スタイルは知識詰め込み主義、能力開発主義の２つに大別されますが、双方のバランスが

重要だと思います。日本の場合は、明らかに伝統型に偏していますので是正が必要と思います。

　生徒中心的な授業で教育を受けた高校生が、大学へ進学してくる時代が到来しています。

　本学でも一部の先生が、ＰＢＬ等のアクティブラーニングを実行されていますが、組織的な試みを進

める必要があります。ハーバード大学のサンデル教授らの「白熱教室」が注目されるのも時代の潮流で

あり、日本の教育への警鐘を鳴らしているのではないでしょうか。幸い、本学においては、創立者柴田

徳次郎先生以来元祖「白熱教室」の吉田松陰先生の教えの素地はすでに整っていると思います。「学生

に主体的学び」を説く前に、「先生自身が主体的に変わらなければ」ならないのではと思います。本日

は非常に良い機会でございます。山田先生にはその辺のところを交えてお話いただければ幸いです。

　どうか実りある今日一日であることを祈念いたしまして、挨拶に代えたいと思います。
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◆講師紹介

ＦＤｅｒ

加藤　直隆

（ＦＤ委員会副委員長）

（法学部教授）　　　

　山田剛史（やまだ・つよし）先生は、愛媛大学教育・学生支援機構教

育企画室の副室長・准教授でいらっしゃいます。本日、山田先生を国士

舘大学にお招きしたのには、私の熱い思いもありました。

　昨年、前ＦＤ委員長の磯辺（武雄）先生から、ＦＤｅｒ養成講座を受

講するようにとの要請がありました。責任重大で、気が進まない中、受

講会場の京都へ参りました。その講座の初日第１回目の講師が山田先生

でした。若く新進気鋭のＦＤｅｒ養成講座を牽引する主宰者としての先

生でした。

　私ども全国の大学からＦＤ活動の現場で、いろいろな悩みを抱えてい

る先生たちが集まっている中にあって、山田先生から優しく、懇切丁寧

なご指導を受けました。

　私はついていくのが精一杯で、先生のことば一言ひとことにシンクロナイズして「分かるわかる」を

つい声に出して、よき受講者になろうと一生懸命努力している自分に気づき「あっ」と云う間に一日が

終わりました。その夜の懇親会で、日本全国から受講されている先生方と名刺交換やら、現場のいろい

ろな悩みについて意見交換しているときに山田先生からトントンと肩をたたかれて「このあと２つのグ

ループの代表に、受講の感想を述べてもらうから」と言われました。今日は、何もないだろうとビール

を勧められるまま飲んでいい気持ちでいたところこれを聞いて、いっぺんに酔いが覚めてしまいました。

言われるまま壇上に上がりましたが大きい広間はワイワイガヤガヤとしていて、誰も私の話など聞いて

いないと安心してしゃべり始めると、もともと地声が大きいので、広間はシーンとなりました。その後、

勢いに任せてしゃべったのですが、自分は何を言ったか記憶は定かでありません。

　きっと今日の結びの懇親会で、その時の模様を披露して貰えるのでないかとも思っております。

　山田先生の「研究活動」をご紹介します。

「大学生の学びと成長」に関わる心理学的、大学教育学的アプローチから実践と研究を行っておられます。

分野横断的・専門分野別の教育・学修環境の改善・向上に関わるマクロ（授業）・ミドル（カリキュラ

ム・教育プログラム）・ミクロ（組織・機関）レベルの取り組みについて、現場のニーズを踏まえなが

ら推進・支援することを心がけておられます。特に、組織的・実質的な教育改善・向上の有効な方略と

して、学生調査を初めとしたＥｖｉｄｅｎｃｅ（アセスメント等）に基づく改善・向上（ＩＲとＦＤの

連動）に着目し、様々な取り組みを行っておられます。また、島根大学でベストティチャー賞を受賞さ

れております。

　ところで今日、大学の教育現場でアクティブラーニング＝主体的な学びが強調されております。本学

の創始者が私淑した吉田松陰の松下村塾の教育モデルは、塾生の主体性を尊重した、まさに「白熱教室」
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そのものであったと言われております。本日、愛媛大学から現代の松下村塾を目指し、大学教育のシス

テムの中に、そのスピリット＝息吹をビルトインする手法の推進者としてご活躍の山田先生をお招きし

ました。

　学習技能としての学びのスタディ・スキルと、キャンパス内での社会性の獲得＝人間関係を円滑に進

めるためのソーシャル・スキルとを兼ね備えた自立した学習者としての「主体的学生」を育成する教育

を推進するために、「授業方法とデザイン」はいかにあるべきか。言い換えれば、自主的な学習者の輩

出を目指す教育について、教育 ･学習環境デザインといった面から山田先生にご講演をいただこうと思

っております。

　我々教員 (+ 職員 ) による、「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン」の充実＝整備に向

けた取組こそが、学生によるソーシャル・スキルとスタディ・スキルの修得を促進し、「中退問題」を

解く核心であると考えるからです。本日、そうした意義を踏まえて、「中退問題の傾向と対策を考える」

という副題を加えて「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン」について、先生にご講演と

ワークをお願いしたいと思います。　
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第1部

講　演

学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイン
～中退問題の傾向と対策を考える～

講　師：山田　剛史　氏
（愛媛大学 教育・学生支援機構教育企画室副室長）
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講演　講師

山田　剛史　氏　略歴

〈学歴〉

2000 年３月　関西外国語大学外国語学部英米語学科卒業

2002 年３月　大阪教育大学大学院教育学研究科

　　　　　　　学校教育専攻心理学専修修了　　修士（教育学）

2005 年３月　神戸大学大学院総合人間科学研究科

　　　　　　　人間形成科学専攻発達基礎論講座修了　博士（学術）

〈職歴〉

2005 年４月　京都大学高等教育研究開発推進センター　教務補佐員

2006 年８月　島根大学教育開発センター　専任講師／実施部門長

2008 年４月　同センター副センター長

2009 年４月　同センター准教授

2011 年４月　愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室　准教授

2012 年４月　同室教育調査・分析部門長

2014 年４月　同室副室長

〈主な著書〉

2013 年「学生の学びと成長を促進するための学生調査をデザインする」「学生と楽しむ大学教育：大学

の学びを本物にするＦＤを求めて」（清水亮、橋本勝編、ナカニシヤ出版）

2014 年「学びの発達」「新・青年心理学ハンドブック」（日本青年心理学会編、福村出版）

〈受賞歴〉

2009 年度島根大学優良教育実践表彰
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はじめに

山田　皆さんこんにちは山田と申します。今日はよろしくお願いいたし

ます。

　加藤先生から過分なご紹介をいただきました。ものすごくやりにくい

です。（笑）

　今日は非常に楽しみにして参りました。３時間半という持ち時間にな

ります。今日お伺いしたところオープンキャンパスも同時開催とのこと。

それにもかかわらず、ここにこうして皆さんとご一緒できる機会を得ま

した。できるだけいろんなものを共有していきたいと思っております。

吉田松陰の遺訓

今日初めて国士舘大学世田谷キャンパスに参りました。わたくしは、お隣にある幕末の教育者であ

り思想家、吉田松陰先生を祀った松陰神社に、今日はものすごく暑かったんですが、参拝してまいりま

した。松陰先生直筆の「志」の文字をいただいたお守りも授けてもらいました。これはいい記念になり

ました。

この松下村塾の教育遺訓はいいですね。「万巻の書を読むに非（あら）ざるよりは、寧（いずく）ん

ぞ千秋の人たるを得ん。一己（いっこ）の労を軽んずるに非ざるよりは、寧んぞ兆民の安（やす）きを

致すを得ん」（多くの書物を読まずに、どうして将来語り継がれるような人になり得るだろうか。自分

の労苦を厭（いと）うものにどうして人々の安らかな生活を築くことができようか。決してできない）。

私もこの仕事をして８～９年になりますが、いろんなところで人前に立ってお話させていただくと、

つい忘れていくことってある

なぁと思いつつ、改めて「ち

ゃんと本を読まないといけな

いな」とつくづく思いながら

境内を散策して参りました。

このような由緒ある地で、今

日お話させていただくこと

は、大変光栄に存じておりま

す。

私には３つの顔がありま

す。心理学者と高等教育研究

者と高等教育開発者の教育・

研究の３つの立場からお仕事

をさせていただいておりま

す。
模築の松下村塾（※）

※　東京世田谷の松陰神社にある松下村塾は山口県萩の松陰神社境内に保存されている松下村塾を模したもの。
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中退はなぜ起きるのか

今日は、トピックとしては「中退問題」と「授業」

という、大きくは二ついただきました。「中退問題」

を念頭に置きながらも、皆さんと共有していきた

いのは「授業」です。ここにフォーカスを当てま

すが、その背景にある中退問題というのも視野に

入れたパラストーリーでいきたいなと思っており

ます。

最初に少し「中退」の話をしますが、折角の土

曜日に中退、中退というのもネガティブな感じがしますが、「ポジティブな姿勢で授業改善に臨み、結

果的に中退が減っていけばハッピーだな」という考え方でいきたいと思います。

ここで少し実態だけ押えておきたいと思います。それでは授業の具体的なところをお話しないとい

けませんね。例えば今「アクティブラーニング」が中教審答申等で盛んに言われていますが、正直な現

場の印象としてカタカタ英語も出てきて「なんかようわからんな」「今までやっているのと何が違うねん」

と本音もいっぱいあると思うんです。それをあんまり大所高所からものを言うのではなくて、皆と一緒

に考えていきたいなと思います。そのために私がいろいろ見聞きしてきた知識というか知恵というか、

そいうものをテーブルに載せながら、また先生方の経験を交えながら進めていきたいと思っています。

その中でいくつかのトピックとして、「秩序づくりの問題」「魅力的な授業の演出方法」と特に「第

１回目の授業づくり」の三つの極めて実践的なところに落とし込んでやっていきたいと思っております。

時間が許せば「全体討論」と最後に「全体の振り返り」をしていきたいと思っています。私が 90 分授

業の中で必ず入れるのが「振り返りの時間」です。これはものすごく「学びの質を高めるのに重要だ」

と思っていますので、研修の場でも必ずそういう時間を作るようにしています。

少し長丁場になりますが、最後に皆さん自身が今日の学んだ成果のようなものを振り返っていただ

くにあたって、簡単な「ワールドカフェ形式」というものを入れてみたいと思います。皆さんの机の上

に模造紙とマーカーがありますが、自由に使ってください。

私の話を聞きながら、先生方と意見を交換しながら、「！」マークは、ああ、そうかというもの。うーん、

これ少しようわからんなあ～は「？」マークです。そんなものがあれば随時マーカーで自由に書き込ん

でいってください。あとで休憩中や最後の振り返りの時にそのメモ書きのようなものを見せっこしなが

ら「全体を振り返る」というツールです。手を動かしながら、落書きでも何でも、絵を描いてもらって

も結構です。

退学率の実態

それでは「退学」、「中退」の話から始めたいと

思います。確かに今、この問題は全国の大学の現

場で喫緊の課題になっております。

2011 年から続いている朝日新聞社と河合塾の

共同調査、「ひらく日本の大学」というところか

らデータを拝借しています。サンプル数は全大学
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の 84％の回収率です。全体の中退率は 8.1%とい

うことです。2013 年の新しい調査結果です。今、

2014 年の調査が始まっていますが、8.1％。2012

年は 7.7％、2011 年は 7.0％ということですので、

これを見ても毎年少しずつ増えているのが分かり

ます。

「設置形態別」に見ると、国立大が 3.2％、公

立大が 3.9％、私立大が 9.4％ということで、やは

り私立大学が今この問題に非常に敏感になってい

るということがデータ上でも明らかになっていま

す。

「規模別」に見ると、入学定員が 3,000 名以上の場合 6.8％、300 名未満だと 9.8％ということで、要す

るに規模が小さくなればなるほど「中退リスク」が高くなっているという傾向が出ています。

「分野別」に見たのが右の図です。これを見ると、比較的高いところがこのあたり、「芸術・スポーツ系」

が 9.6％、「総合、環境、人間、情報」が 9.5％、「経済、経営、商」が 9.4％、「工」が 9.2％、「社会、国際」

が 8.9％とパーセンテージが高くなっています。

これにはいろんな理由はあると思います。一般的には教育とか医学のような医・歯・薬のように「国

家試験」みたいなものがあって、そういう職業と接続している「目的養成系」学部とよく言いますが、

そういうところだと比較的目的が明確な状態で入ってくるので、途中での進路変更や辞めるというリス

クは少ないですね。

比較的、「社会科学系」は、間口が結構広いので、目的がある程度希薄でもとりあえず入れてしまう。「工

学系」でも、工学という分野では一緒なのですが、その中で○○学科、○○専攻で特色があります。こ

っちの系統は点数が足らなかったんだけれど、こっちの系統だからとりあえず「同じ工学部だから、ま

あいいか」みたいな形で入ってくる。だけれど実際は機械工学と電気・電子では全然違うんです。それ

は中に入ってようわからんな、授業もバッティングしてついていけないな等々いろんな理屈はあると思

います。その分野によっての特性はあると思います。

退学率の実態（入試方法別）

それからもう一つ、読売新聞もこれに関して早くから調査をしています。それが「大学の実力調査」

（2014.7.9）というものですが、先日の新聞で特に

「退学の問題」と「入試形態」のものをクロスし

たものが出ておりました。これを見ると、横棒グ

ラフで100％になるようにしていますので、「一般」

が多そうに見えるんですが、これは母数が全然違

うので、こういう見え方になっているんです。左

側で見ていくと、AO入試が一番高いです。「AO

入試」で入ってきた学生の卒業までに中退するリ

スクがパーセントにしても約 16％。それから、「指

定校推薦」が９％、「一般」が６％ということで、
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この新聞記事でもAOと特別推薦というのは「中

退リスク」が結構高いというふうに結論づけてい

ます。

そして、その要因として、やはりいろいろある

と思うんですが、一般的な解釈だと思いますが、

「早い時期に合格が決まることで学習意欲が落ち

てしまう」。「直前まで勉強していた一般入試の学

生と、入学後肩を並べて勉強するのは難しい」。

これは要するに大学に入ってくる前の仕組みの問

題なので、正直これは一般教員に言われても、「わ

しゃ知らん」という気持ちも正直ありますが、そうも言ってられないということです。この記事では、

各大学で今行われているのが、「入学前教育」といわれるものです。一時「初年次教育」だと言われ始め、

ある程度普及してきたわけですが、いやいや「初年次ではもう遅い」「もっと手前だ」ということで今

は入学前からやり始めたんです。要するに決まって半年間遊ばせないように、いろんなアサインメント

をしたりするような取り組みです。ここにまで大学教員がかなりの部分で駆り出されているというのも

事実なんです。

一般教員の認識としては、「AOはできるだけ減らしてほしいという本音」もあると思います。でも「経

営的にはこれを増やしていかないと厳しい」という実態もあると思います。かなり、「執行部と現場の

間でぶつかる問題でもある」と思います。

中退の原因

このようなことを考えていくと、なかなか暗い話だなぁと思うんですが、皆さんに、今日一緒に考

えていきたい最初のクエスチョンは「中退の原因」です。国士舘さんでもあると思われますが、一体「な

ぜ学生は、せっかく入ったのに辞めるということになってしまうのだろうか」というところからまず少

し考えていきたいと思います。

皆さんのお手元には私が前で提示しているものと同じスライドのものがあると思います。A4 判の縦

置きのものです。これをまず個人で少し、しかも「順位づけ」をしていただきたいと思います。１位、２位、

３位ですね。学生が辞めてしまうその理由を、ものすごく個人的な印象で結構です。それをまず書いて

いただいて、そのあと少しグループの中でシェアしてもらいたいなと思いますので、少し２、３分時間

を、３分ほど取りたいと思います。スクリーン上にタイマーを出しますので、よろしくお願いします。

（３分経過）

はい、ＯＫ、ありがとうございます。では、グ

ループでシェアしていただきたいと思います。皆

さんには、「知り合いじゃない方と座ってくださ

い」と言ってあったので、半分は知らないかなと

いう感じがします。そこで、この際、知り合いを

増やしていきたいと思います。今から２、３分の

間にそれぞれ「名前」「所属」「専門」「今の心境」

を簡単に一言ずつお話していただければと思いま
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す。はい、どなたからでも結構です。よろしくお

願いします。これだけまず２分ほど取りたいと思

います。ひとりの方が専門の話をあまり細かくし

ないようにお願いします。

（７分経過）

はい、ありがとうございます。さあ、そこそこ

共有できたでしょうか。少し皆さんのグループで

どんな話があったのかを少しまた全体でシェアし

ていきたいと思います。いろんな意見あったと思

うんですけれど、グループの中で一番声が大きか

ったもので、グループの中で一番これかなというものをこれからマイクを渡していきますので、代表の

方に報告していっていただきたいと思います。

それではグループの中で一番若い方に報告していただきます。微妙なところは触れていただかなく

て結構です。じゃあこちらから行きます。私が記録取っていきますので。はい、お願いします。

参加者Ａ　理工学部の○○と申します。彼らは「授業が多分わかっていないので、勉強についていけな

いことから大学になんか行きたくなくなってくるんじゃないかな」という意見が、やはり一番多かった

です。

山田　はい、ありがとうございます。はい、発表者に拍手。（拍手）

参加者Ｂ　理工学部の○○と申します。我々のテーブルでは、「学習意欲がない学生が大方やめていく

傾向が高い」のかなという話がまずありました。

参加者Ｃ　真似するわけじゃないんですけれど、我々も「学ぶ意欲が一番問題」じゃないかなというよ

うな意見でした。

参加者Ｄ　大学院総合知財の○○です。ここのグ

ループは、「学生本人の夢と現実とのギャップが

大きい」というところが理由の一つになっている

のかなと、勝手にまとめさせていただきました。

参加者Ｅ　経営学部の○○です。うちは、まとま

りませんでしたが、四つ出ました。「授業につい

ていけない」。「友達が出来ない」。「経済的理由」。

「不本意入学」。この四つだろうというふうになり

ました。

参加者Ｆ　法学部の○○です。このテーブルでは

いくつかやはり皆さんと同じような傾向があったんですが、テーブルの中で一番長く時間をかけて話し

ていた話題が、「アルバイト」ということです。まあ経済的な理由もありましょうけれども、そのほか

にもアルバイトによる学校へ来ないとか、いろいろな観点を含めて現象としてはアルバイトということ

なのかなというふうに、私は随分勝手にまとめてしまったのですが。

参加者Ｇ　理工学部の○○です。一番長く時間をかけたのは、「経済的理由」について話をしました。

例えば単位を落としてやめていくという学生もアルバイトに追われていたとか、実は陰に経済的なこと

があるのかなというような話をしておりました。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）はい、最後。
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参加者Ｈ　理工学部の○○ですが、結局今、発せられているのは全部こちらも出ておりまして、この四

人の中で一番多かったのが「学習意欲が無くなる」というのが一番多かったです。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）大体似たようなものが出てるかなと思うんですけれども、

ありがとうございます。

中退とは

またスライド資料のほうに戻りますが、ある方

は、「中退というのは顧客満足度」、大学で言えば

「学生の満足度」だという言い方をしたり、ある

方は、「大学が満足できる水準の授業を提供して

くれない、適切なサービスを行ってくれないなど

によって学生が費やす資金と時間に見合うほどの

価値を提供できてないために退学する」のではな

いかという言い方をします。私はよく IR（Institutional	Research）と FDをつなげないといけないと

いう話に、なぜこだわっているかというと、「中退というのは極めて経営的な問題であると同時に、極

めて教育的な問題でもある」という。その意味では「FDと IR というのは一番相性のいいのはこの中

退問題だ」と思っています。

愛媛大生の休学者・中退者数

それで、愛媛大学の実態も少しお見せしようと思いまして、データを持ってきています。毎年、教

育学生支援部では、こういうふうに「データを整理しています」。「ブルーが退学者数」、「紫が休学者数」

です。過去５年間で、愛媛大学に入ったけれども途中で辞めていく学生が 600 人程度います。愛媛大学

のキャパシティは、１学年大体 2,000 人です。従って、学部学生は 8,000 人くらい。大学院生を合わせ

れば 10,000 人くらいということで、国士舘さんよりも小さい規模です。愛媛大学の中退率は、2％を超

えないくらいだとは思います。

実は、このデータは、初年次教育の新入生セミナーの第１回目の授業でこれを学生に見せます。こ

のデータを見ることによって考えてほしいからなんです。もっと言えば「一コマにかかっている授業

料はいくらか」というのを計算して出すんです。国立大学だと大体 2,608 円と出ます。入学料と８回分

の授業料を入れて、それを 124 単位で割って、15

回の授業で割っていく計算をすると 2,608 円なん

ですね。

私学だと多分 3,500 円から 4,000 円ぐらいにな

ると思います。90 分でそれだけの授業料が実は

出ているんですね。総額で 320 万ぐらい学生が払

っているという話を１年生の段階でします。

あなたたちが「授業を１日４コマ、少しだるい

なとサボっただけで１万円飛んでいるんだよ」と

いう話をします。さらに、「アルバイトで１万円
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稼ごうとしたらどれだけ働くの？　それを親が負担しているんだよ」なんて話をしたりします。「あえ

て焚きつけるように言います」。

そういう意味では、「データというのはいろんなものを語ってくれる」ので、「教育改善」とかにも

いろいろ使っちゃいます。「IR にも使っています」し、「学生教育でも使っている」ということです。

中退の理由

愛媛大学の教育学生支援部では、ただ単に数だ

けの話ではなくて、実は理由のところです。今、

皆さんに考えていただいた「なぜ辞めていくの

か」というデータも採っています。国士舘さんは

どうでしょうか。「大学が組織的に辞めていく学

生に対して何かデータをどこかで押えておられま

すか」。まあ取っておいた方がいいと思います。

実は、傾向としては、パーセンテージの増減は

あるんですけれども、これが一番新しいデータで、上位はこんな感じです。先ほども出ていました、一

番が「学業意欲の喪失」で 22％。それから、「就職あるいは就職準備」が 18％、「進路模索、進路変更」

が15％と続きます。先ほどから出ている「目的と夢のギャップ」とかも含めて、それだけで５割超えます。

これは「IR の時に実は、大学が中退予防のために予算を投下するという時に、一体どこにどれだけの

予算を投下すればより効率的なものということをやはり考えないといけない」ですね。

例えば、先ほど出ていました「経済的な理由」というのは５％です。これは別のデータで見ても、「実

は経済的理由でやめるパーセンテージってそんなに高くないんです」よ。ただ、個別には確かに聞きま

すし、これらの問題というのは実は複層的になっているので、実は関連しています。従って、厳密な解

釈にはならないかもしれないんですけれども、そうした時に、経済的理由が大事だという特定の学生と

かの経験とか感覚でもってそこに 1,000 万円投じるのか。極端に言えばこの進路選択とか学業意欲の問

題に 1,000 万円投じたほうが 60％ぐらいの学生のリスクをバックアップすることができるんですね。数

の問題ではないという話もありますけれど。

このように、データを見ながら、「どこに資源を投下すれば効率的なのかということを決めていくの

が IR」です。IR というのはそんなふうな使い方もできるんですけれども。いずれにしても「他大学へ

の入学」、そのあと「単位不足」、「卒業見込みなし」が続いていきます。

先ほど、なぜ今日のシンポジウムのテーマは非

常に時宜にかなっていると言ったかというと、「経

営の問題である中退の問題と、この教育上の問題

である学生のモチベーションとか、意欲の問題と

いうのが極めて直結しているというのがその理由

です」。

実は、別のデータだと「学業意欲」の次に来る

のが「人間関係」です。「友人関係」です。まあ、

「（ひとり）ぼっち飯」なんてよく言いますけれど

も、本当に「友達ができない現象」が起こってい
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ます。でも学生にとっては１年生の段階で友達ができなかったらもうかなり危険です。もっと言えば、

「データ上いちばんリスクを避けなければいけないのが１年生のうちでも前期です」。ここで勉強につい

ていけない、友達ができない、この状態は４年生まで続いていく確率がものすごく高いです。従って、「絶

対にここでつまずかせてはいけない」ということで、そのデータに裏付けされて初年次教育をやってい

るわけではないんですが、結果的に皆がこぞってそこに集中しているのはそういうことですね。やはり

この１年生の早い段階ですね。だから「初年次教育はやはりしっかりやらなければいけない」というこ

とです。

しかも大学の仕組みというのはどちらかと言

うと、３年生、４年生になってゼミに配属されて

自分のところに来たら面倒を見てやるということ

で、比較的早い段階の１年生とかの段階で一般教

育とかを受けている段階は、あんまりその教員と

学生との距離は無く、うちなんかでも８割ぐらい

下宿していますので、もう下宿先と授業の往復だ

けです。だから、一言も話さない日というのは毎

日のようにあるんですね。これが若い学生にどれ

だけの精神的な負担を与えるかというのは想像に

難くないんです。このようにデータから少し考えていくとこんなこともできますよということですね。

さて、今実際のデータも見てもらいますとやはり「学業的なモチベーションの問題」が、「授業につ

いていけない」、「学業意欲がない」。これを先生方に理由を考えてもらうのは大事なんですけれども、

理由だけで止まっていてはしょうがないということですね。「どうすればいいのか」ということです。

中退対策を考える

今のデータも見てもらいながら、先生方がお話されたこの内容を踏まえてもらいながら、何か一つ

決めてください。グループの中で、うちは「学業意欲の問題」を取り上げようといったら、その学業意

欲がない学生を「どうすれば学業意欲を向上させてあげることができるのか」。そして、「やめていくと

いう不幸な出会いをなくすことができるのか」ということについて、少し時間を取りますので、グルー

プの中で模造紙を適宜使いながら考えていただきたいと思います。まずどれをターゲットにするかを一

つ挙げてください。実際にできるかどうかは二の次にしてください。

（７分経過）

はい、本当はもうこれだけで、あとはほったら

かしでずっと話しておいてほしいなと。PBLとは、

こんなもんなんですよ。ファシリテータがずっと

しゃべる必要はないということでね、頭脳集団で

すから。

さて、先ほどと同じようにグループでサーッと

マイク回しでお願いしたいと思うんですが。先ほ

ど五つ挙げましたけれども、どれに対するソリュ

ーションなのかということを少し紹介していただ
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いて、それで一つ報告していただければと思いま

す。次の報告者はそうですね、「出身地がここか

ら一番遠い人」にしましょうかね。では「どこ出

身」の「誰々」です、というところから、ご紹介

いただければと思います。まず、この五つのどれ

に対するものかというのを教えてください。

参加者１　長崎県出身の○○と言います。「学習

意欲がなくなる」ということで、対策としては、

就職対策の勉強というか、資格を取らせるという

形で、一応目標をつけて勉強させることもあると思います。目標を示して、カリキュラムを作っていく

ということも考えていくといいと思うんです。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）

参加者２　島根県出身の○○と申します。「学習意欲と人間関係」がまあポイントであろうと思いまし

たが、特に学習意欲はなくても「人間関係が良好ならなんとかなるんじゃないか」ということで、一応

人間関係を中心に話をしてまいりました。「学内に学生の居場所を作る」。特に学部専攻、同じ勉強をし

ている仲間が集まる場所を作るというのが一つ。あとは、これは学習意欲とも関係があるんですが、実

習的な授業を増やして、そこで一緒に何かをする。具体的な何かをする。例えば、化石を掘るとかそう

いう意見を理工学部の先生からいただきました。あともう一つは、入学前から「糸で繋（つな）がる」と。

「糸」というのは何かと言うと「LINE（無料通信アプリ）」なんだそうですけれども、そういうご意見

も伺いました。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）はい。

参加者３　大阪府出身の○○でございます。わたくしたちのテーブルでは、「学習意欲」の点について

検討を進めてまいりました。学習意欲の点についてですけれども、これは改善の方法というか方向性と

してまず二つあるだろうということで、そこでは授業とかその他の進め方の「方法の改善」と「内容の

改善」というこの二つの方向性が考えられるということでございます。

若干詳しく申しあげますと、この「方法の改善」につきましてはやはり学生の集中力がどうしても

維持できないということなので、例えば 90 分授業の中を三つに分けて 30 分ごとにして進めていく。あ

るいは単位を柔軟化して、まあ 50 分程度、高校時代はやはり 50 分授業できていますから、50 分授業

で単位を従来よりも半分ぐらいにするというようなカリキュラムその他の部分を含めたものもあるだろ

うということです。

「内容の改善」につきましては、専門領域による違いもありますが、先ほどもほかのテーブルから出

ましたとおり、作業を行わせる。これによってや

はり興味を維持するということですね。そのほか

にもそれぞれ学部学科によって出口の問題とし

て、「目的意識を喚起」する。あるいは「興味を

維持できるような何か」そうした、興味を覚醒さ

せるような内容等を検討するというようなことを

触れたかと思います。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）はい、

お願いします。
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参加者４　大阪府出身の○○です。今、二つのテーブルが非常に具体的だったのに比べ、私どもは少し

抽象的ですけれども、まず、できるだけ個別的に学生をケアするということですね。そのためにはとに

かく学生が話しやすいような専門の相談員等を置いてもいいのかもしれないけれど、とにかく何らかの

意味で「セイフティ（気楽に好きなことが言えること）」がちゃんと確保されて、話せるような場所を

作ること。先ほど、皆が居る場所というのもそれに当てはまるかもしれません。そういうのをやった後

で、できるだけ自分の所属している教員に単に話すだけでいいんです。そこで何らかの信頼関係をつく

るということです。ただ、その時に少し矛盾するんですが、「大学を辞めちゃだめだよ」と、これを全

面に出すというのはそもそも相談する時にそれは言わないというか考えない。「君にとって本当は何が

いいの？」という話をするというのがいいのではないかということですね。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）

参加者５　九州の宮崎県出身の○○と申します。

わたくしたちのテーブルでは、「友達関係、人間

関係をどうするか」ということを一番メインに考

えます。やはり出発点で入学時に友達ができるか、

できないかで将来変わってくる。４年間変わって

くるということは、我々が教育に携わっている中

では大変実感しているところです。そのためにど

うすればいいかということですが、早い時期に友

達づくりをする仕掛けを作っていくということで

す。そういう意味ではフレッシュマンズキャンプ

をやるとか、理工学部学部長から言っていただいたバスハイク（バスツアー）をやるとか。ただ、これ

はそうやっても落ちこぼれてしまう学生をどうやってケアしていくかというところが一つまたポイント

になってこようかと思います。要は結局我々が「きめ細かく指導していかざるを得ない」のかなという

ところで、今後の課題ということになっております。

山田　はい、ありがとうございまーす。（拍手）

参加者６　愛知県出身が一番遠いということで、わたくし○○がお話させていただきます。「学習意欲

をどのように持続させるか」を、少しアットランダムにいろいろ議論しましたが、やはり一番最初の授

業の時に、それぞれご担当いただいている科目の必要性というんでしょうか、「動機付けをできるだけ

話をしたら」どうだろうかと。それから「授業はできるだけわかりやすく」行うべきと。その時にあん

まり易しく、易しく、でいくと、やはり非常にできる学生には不満が出てくるといけないので、出来る

学生と出来ない学生の層をどのように個別にケア

していくか、その辺を注意深く。それから、一方

的にしゃべり続けるというのはやはりこれは今の

学生は持たないから、やはり学生自身が自分で考

える時間をどこかで、休憩という意味も含めて取

るのがベターではないかと、いうようなところを

お話いたしました。

山田　はい、ありがとうございます。（拍手）はい。

参加者７　山形県出身の○○と申します。私ども

のテーブルでは、「学習意欲を上げるためには」
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どうすればいいか。学生は未成熟なので、「友人

作りが大事」なんじゃないか。たまたまメンバー

の先生方は、理工学部の先生と文学部の先生で、

全部コース制とか専攻とかとはじめから小さなと

ころでも勉強することが仕組まれている学部だっ

たんですね。私のところは、クラス指定があん

まりない状態で自由にやっているということなの

で、その学生の友人作りというのはどのくらいで

きるのかはクラスサイズに応じた居場所をどう作

るかという話になりました。教室と教室の間に椅

子を置くとか、いろんなともかく学生同士がいる

場所が少ないのではなかろうかというふうな話に

なりました。

山田　はい、ありがとうございまーす。（拍手）

はい、お願いします。

参加者８　愛知県出身の○○と申します。よろし

くお願いします。私どものテーブルも「学習意欲

が一番」と見ますね。学習意欲を取り上げる。そ

の学習意欲に関しては、実際に持たせる、モチベ

ーションを持たせてあげる。あと「（学習意欲の）

低下を防ぐ」という二つの切り口についていろん

な意見が出ていました。それで、今のところで出

ているような意見とかなり共通性があるんですけ

れども、いわば、ニンジンですね。つまり、「動

機付け」をどういうふうにするかという。何のた

めに。あとは授業内容の改善をいろいろして、そ

の内容にして社会とつながりがあるものを、新聞、インターネットとかそういうものを見たりとかして、

できるだけ学生が具体的に興味を持てる対象として、抽象的なのではなくて。

あと、「低下を防ぐ」という観点からして、やはり「欠席が続いていくと、（意欲が）低下していく

という傾向」があると思いますので、「出席を促す」とか、「質問させる」とか、「教員とのコミュニケ

ーションを断たないようにする」ことです。「モチベーションを上げる」ということに関しても、「低下

を防ぐ」ということに関しても、結局「教員とのコミュニケーションが確立されているかということが

大きく関係する」だろうということが一番重要ではないかというのが我々が思っている結論です。

山田　ありがとうございました。（拍手）授業で学生たちにもこういうやり方をして、これだけ出てく

るといいんですけれど、なかなか学生にやってもここまで出てこなかったりします。やはり「学習意欲」

の問題というのは、どれも極めて実践的で、すぐでもできそうなものばっかりだなと思います。

事例紹介

他大学での取り組みの紹介です。「ひらく日本の大学」のウェブにいくつかの事例が掲載されていま
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す。退学率の項目の中に挙がっている事例を少しシェアしておきたいと思います。今、出てきたものと

ほぼ重複していると思います。あとはだれがどうデザインしてやるのだと思います。大学人はアイデア

を出せる人は多いんですけれど、行動するというのは苦手ですね。言ってしまうとやらなきゃいけなく

なるからしんどいんです。ある大学では健康相談とかメンタル面での悩みを 24 時間電話相談サービス

を外部業者に委託しているとありますが、なんぼぐらいかかるんでしょうね。とにかく「駆け込み寺」

みたいなものですね。辞めてしまう前に少し待ってというやつですね。

それから、各大学が重視しているのが１年生と先ほども言いましたけれども、もう「中退リスクに

最もインパクトがあるのが１年生」というのは恐らく先生方の経験上も正しいと思います。それで、「早

い段階で大学に慣らす」。先ほどの初年次教育なんかもそうなんですけれども、初年次教育の中で本学

でもそうですけれども合宿をその中に入れて、もう早い段階でチームワークをしっかりやっていくとい

うやり方もあります。この大学でもそうですね。入学２日前に「情報交換会」をやって、１日前に「出

身県別の集いを開催」するという。やはり「類似性は親近感を高める」というのは心理学的にもありま

すので、今もあえて出身地という話をしたのは、なんとなく同郷の人に出会えると「おっ」となるもの

ですね。５月下旬にキャンプを実施して、基礎ゼミごとにレクリエーションなどで親睦を深めると、担

当者は学習意欲にもつながっているといいます。大学人にしてみたらすごく遠回りな気もするし、負担

も多いし予算もかかるし、正直やりたくないなという気持ちもあるんですけれども、結果的にこれが学

習意欲につながるのであれば、投資としては悪くないということですね。

それから、今、特に私学が力を入れているのが「保護者との連携」だと思います。学生の成績を年

３回保護者に送っている。平均単位取得数も記載し、自分の子供の就学状況を共有してもらうのが狙い

だということですね。私立大学と言いましたけれど、私の前任校でも、食堂で IC カード仕様の学生証

があって、何か「見えるカード」のようなのが、年間いくら払えば１日 1,000 円まで何回でも食べられ

るみたいな、そういうカードを作っているんですけれど、それを生協のレジで「ピッ」とすると、何を

食べたかというのが記録として貯まるんですが、それを親御さんにも見られるようにするらしいですね。

自分の息子、娘が日々何を食べているかというのが見られるという世界ですね。こんなことが今大学の

中では本当に起こっているのです。

例えば、先ほどの愛媛大学の新入生セミナーでも１年生の前期に必修で行っている「心と健康」と

いう授業があるんですが、それなんかも欠席が３回続けば事務局からその学生と親にアラート（警告）

が行くようになっています。その意味で出席管理ですね、出席管理を親と共有する。国立大学でも実際

にはそんなこともやっていたりします。

もう少しあります。学習支援ですね。学習意欲のなさと授業についていけないという問題はかなり

相関性が高いです。結局のところ、どっちもありますけれども、授業についていけないと学習意欲もな

くなってしまう。学習意欲がないから勉強しない。だからついていけなくなる。まあ両方ありますが、

その少なくともモチベーションはあるけれどついていけないという学生にはバックアップしようという

学習支援に関するサポートは全国でもかなり普及してきています。

誰が担当するのかは、多くの大学が使っているのが学生です。同じ学生ですね。TAさんとか、愛媛

大学でも「スタディヘルプデスク」というのを作って、大学院生に時間割を組んでもらい、そこに常駐

してもらって、「教科教育の補修」ですね。必要があればそこに行って受けるということもやっていた

りします。なかなか専任の教員を置くというのはもちろん難しいし専任の職員を置くのも難しいです。

そこで SAとかTAとかをうまく使う、それを今度はコーディネートする人が必要です。ここが大変な

んですけれども。大学の多くはそれをコーディネートは職員がしているケースが多いんですが、とにか
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く「学習上の躓（つまず）きをなくす」ということです。大体１年生の前期で、もうついていけなくな

ったら、そのまま持続しますので、ここは肝要かなという感じです。

それから、先ほども意見が出ていました SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用です。

我々が、いくら「対面が」いいんだ、とか言っても、もうデジタルネイティブの世代です。この間も

１年生の授業で 200 人の心理学の授業で LINE を使っている学生は 97％いました。事件は多いですが、

避けられない状態です。これを逆手にとって使っている、ある大学でももう入学前にそのコミュニティ

のページを作って、そこで学生、新入生同士がやり取りを SNS 上でしています。入学式当日にはもう

既に知っている人たちがそこかしこにいるという状態を作るということです。

ただこれも、余り実際には聞いたことはないんですが、怖いなと思います、入学前教育も、入学前

SNS 導入も。なぜなら、そこで学生同士がトラブルを起こしてしまって、せっかく入学しようと思っ

ていたのにそこでなんかいざこざが起きればやはり嫌となれば、元の木阿弥です。そのままだったら入

ってくれたのに、やはりやめたと言われたら困るのも事実です。まあこのケースはあまり聞いたことは

ないですけれど起こり得る話だなという気がします。

各大学としては、とにかく中退はやはりしてほしくないわけだけれども、「ハッピーな中退」もある

とは思うんです。中退のほとんどは「転学」ですけれども、愛媛大学でも先ほどのデータを見てもらう

と少し退学者が増えていると思うんですけれども、あれは、止めないようにしたからです。学生支援相

談室のほうで。無理やり絶対にここにいなさいとは言ってない。それこそ先ほど意見が出ていました目

的によりけりです。ふらっと入ったけれどやりたいことが見つかりました絶対これでやっていきたいと

思います、というのを、いや、せっかく入ったんだからなんとかしよう、とは言わないで「チャレンジ

しなさい」という送り出し方もあるだろうということです。ただそれがはっきりせずになんとなくやめ

さすと多分、日本中退予防研究所長でNEWVERYの山本繁さんがレポートを書いていますけれども、

その顛末というのは非常に不幸なことで、日本の社会システムというのはそういう寄り道をなかなか許

さないような部分というのが非常にリジット（厳密）に決まっていますので、やはり結構リスクが高い

ので、しっかりそのへんはやりとりはする必要はあるかなと思います。

中退を生む構造的問題解決に向けて

中退の問題がここで皆さんからの意見にも出てきました「授業の内容や方法」とか、「最初の授業の

動機付け」の意見が出てほしいなと思ってやらせてもらったところもあるんですけれども、出てきまし

た。まさに、この「社会の変化」、「大学の変化」、「学生の変化」、もう昔の大学はとか、昔の学生はと

いうロジックではもう立ち行かなくなってきている状況の中で、それでも我々がチャレンジしていける

ことは、やはり授業を見直し、私はこれで 30 年やってきたかもしれないし、それも大事かもしれない

ですけれども、「目の前にいる学生たちが明らかに変わってきている」のです。文科省が言うからでは

なく、やはり今、「目の前にいる学生たちがハッピーに学べるように、まず学生が変われよ」というの

が正直なところです。「入学して来る段階で目的を持っておけよ」というのが正直ですけれども、以前

東大で行った調査でも東大生の４割も目的を持たずに大学に入ってきているという実態もあるくらいで

す。「目標を持って入ってくるということは前提ではないということを前提」に我々は待たないといけ

ないということですね。

そのためにできることは、「ミクロレベルではまず授業」です。今日はこれにスポットを当てていき

たいと思います。「ミドルレベルではカリキュラム」です。「マクロレベルでは組織、大学組織」です。
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それぞれの層でやるべきこと、やれることというのはありますが、今日はやはりまず学生と一番近くで

接する授業のところにフォーカスを当てていって、ここを活性化していくことで、結果的に「学習意欲

を向上させて、授業についていけない学生を減らし、夢と現実とのギャップを埋め、友人関係もある程

度サポートし、経済的な理由は横に置いて、最終的に中退を減らせる」というストーリーが描けたらう

れしいです。

さて、ここで次のトピックに入ります。（休憩）。

教室内の秩序づくり

先ほどから、皆さんいい顔して話されるなぁと思います。なかなか普段ご自身の授業について「こ

んなに他学部の先生と熱く話すなんてことはないんじゃないでしょうかね。まさにこれがFDの醍醐味」

だと思います。今、共有していただいたものに少し補足することで少し前にフォーカスを当てていって

ほしいなと思います。授業の中で困っていることたくさんあったと思いますし、「ああ、そうそう、わかる」

という話もいっぱいあったと思います。それで、「そうか、それでいけるんだ」とスッキリしたところ

もあるだろうし、少しまだもやもやしている部分もあるかもしれません。そのリプライ（回答）になる

かどうかわかりませんけれども、少し授業の初動と中盤と終盤と３地点に分けて少しこんなふうに注意

されたらよろしいんじゃないかなというのをページを挙げていきたいと思います。全部それを取り入れ

るという話ではなくて、先生方の今イメージできる自分の授業の中で、これだったら少しいけそうかな

というのを一つでも二つでも結構です。押し売りするわけではありませんので、そうやって聞いていた

だければと思います。

授業開始前（時）の仕掛け

最初の授業に入る時の仕掛けで随分決まってきます。どうしても長く授業をやっているとシラバス

をいざ見直そうとか、書いてあるのはウェブなので前年度のシラバスがトレースされてそのまま使う

なんていうことも結構多いんです。当たり前なところからいきますが、「教室は教員にとって我が家」

とまで言えるかわかりませんが、僕は「挨拶」から始めます。ものすごく当たり前なことなんですが、

200 人になろうと挨拶からいきます。非常勤だろうとやります。少しあまり声が小さければもう一回や

ってもらったりします。とにかく挨拶で声を出して、学生は自分が始めるクラスに座っている時に、そ

れまで他の授業に出てたりとかしますね。そういう人たちがたまたま何十人、何百人座っているわけで

すけれども、頭の中はバラバラです。考えていることは「お昼何食べようかな」とか、「授業終わって

からどこに行こうかな」とか、言ってみたら「ノイズだらけ」です。その状態で先生がドーッと入って

いってフワッと授業を始めても、皆のフォーカスが全然逸（そ）れたところに行っている状態ですので、

なかなか話がスーッと入っていきません。結果、途中でパッと学生がやっとこういう授業だと気づいて

もよくわからないんですね。寝るには寝るなりの理由はあるんですね。理由がない学生もいますが。従

って、「最初に挨拶」をすることによって今から授業が始まるよ、この授業に注目してねという、その「雑

念を消す効果」もあります。

それから、これはなかなか 150 人、200 人になってくると難しいんですけれども、特に１年生の授業

なんかだと、「名札」を使ったりします。学生はやはり自分の名前で呼ばれたり、自分を覚えてもらう

ことでその授業やその「教員に対する親近感」が格段に上がります。「はい」とか「はい、○○、言っ
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てみて」というよりも、「○○君、教えて」とか「○○さん、言ってみて」というふうに「名前を固有

名詞」で呼ばれると、「ハッ」と気づくんですね。そのために、ただ覚えられませんので、「名札を活用

して学生同士でも名前で呼び合うような空気を作っていく」ということです。

それから、今日も多少やりましたけれども、学生はやはり緊張しています。特に１年生の最初の授

業は、あとの方でもう少し詳しくやりますが、とにかく緊張している状態で知識を詰め込んでいっても

頭に入りません。できるだけそれを止めていくようなコミュニケーションを。先ほども出ていましたけ

れども、コミュニケーションは何も授業の外だけではなくて授業の中でもできるし、ややもするとそれ

は単なる雑談になってしまう恐れがあるんですが、そうさせないような発問を考えるのも教員の技かな

と思います。

学生が求める教育というのはいろいろです。やはり学生によっては知識をしっかり教え伝えてほし

いという学生もいます。特に高校までの詰め込み型教育に慣れている学生は、授業というのはそういう

ものだと思い込んでいますので、とにかく先生に言われたことだけ記憶する、書き留める。それってど

うでしょうね。先生方は、本当にそんなことを学生にやってほしいと思って授業しているのかなと思い

ます。国家資格とかああいうどうしても覚えないといけないというのはどうしてもありますので、これ

はしょうがないんですけれども、やはり「考えてほしい」です。やはり「学術を通して世界を見るよう

なそういうまなざしを身に付けてほしい」と思うわけです。できるだけ教員の側が学生の慣れ親しんだ

知識伝達型にそのまま乗っかって、実はそれでWin-Win の関係はある程度できてしまっているんです

けれども、学生もそれで楽だし、言われたことをノート取っておけばそれでいい。テストで問われれば

答えればいい。結局高校までと同じインプットとアウトプットの繰り返しというやつです。

やはり教員の側が、「教授の学習観」と私は呼びますが、知識伝達型の構造主義的な学習観ですね。

とにかく「刺激」を与えてインプットさせてアウトプットさせるという「このモデルから少し脱却する

必要がある」と思います。

それから、これもやはり大事だと思います。恐らく皆さんの中にも「私語の問題」、「内職の問題」、「遅

刻の問題」、極めて日常的に起こっていることだと思いますが、とにかく「最初にルールをしっかり示

す」ということに尽きると思います。しかもこれは、「１回目でやらないと効果は半減する」と思います。

人間の心理として最初じゃなしに途中から厳しくなると、不満がものすごく溜まります。でもやはり打

ち解けてほしいから、割とフワッと入る先生が多いんですけれども、でもそれで学生が調子に乗って、

フワッとなってきて、いきなりドカンとやると、「何あの先生」みたいな感じで反発心が出てきてしまう。

やはり「最初に厳しいということをしっかり示しておく」という。この授業では 15 分以上遅れて入っ

てきたらだめと、見れないよということとか。もっと言えば、「それをシラバスに書いておくことがベ

スト」です。

それからもう一つは、今のはまあバツのほうですが、やはり先ほども意見出ていましたけれども、

この「授業の位置づけ」とかこの「授業の目標」ですね。学生にしてみたら、「何のためにこの授業を

受けているのか」、「この授業を受けることが自分にとってどんなメリットがあるのか」ということがや

はり知りたいわけです。ただ、実際は、たまたまこの時間が空いているから取りましたというのは多い

です。多いですけれど、だからまあいいか、ではなくて、それでもやはり、「この授業は君たちの人生

にとって君たちの将来にとってこんなメリットがあるんだ」ということを少なくとも一つでも二つでも

あるはずなんです。教員は持っているはずなんですけれども、それをしっかり提示してあげるというこ

とかなと思います。

それから「成績評価についても詳しく説明」する。シラバスに書いているものだけではなくて、必
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ず第１回目の授業、私であれば第 14 回目の授業でも、評価について配布資料を含めて説明します。き

ちんとこの授業はこうですよと。できれば試験一発ではなくて、今回はアセスメント（評価）の話では

ありませんので詳しくは言いませんが、中の形成的な評価ですね。これもある程度含めてやっていくと

いうことも大事かな。まあこういう仕掛けを「授業が始まる前、あるいは授業が始まる最初の時に、で

きるだけしっかりルールを作っておく」ということが大事かなと思います。

授業中の仕掛け

授業中に話したい学生には話をさせる「バス・セッション」というのがありますが、要するに羽の

羽音なんですけれども、どうしても私語があると、もうしゃべりたい時間はしゃべらせるとか、この５

分間は今から早くしゃべってください。もう自由にしゃべってください。その時間はとにかくしゃべら

せる。だけれどそれ以外は「だめ」というふうに。無理に止めても、止めてもしんどい時は、逆にそれ

をそういう時間にしてしまうと雑談だけしてしまう可能性もありますが、その時にディスカッションを

うまく取り入れるということでしょうか。

それから、このへんも後で少し詳しく出てきますが、大人数講義ではアクティブラーニングなんか

できません、知識伝達系などできませんという方も多いんですが、例えば今日やっているやり方なんて

いうのは、大人数講義でもある程度できるやり方です。その一つを紹介します。「シンクペアアンドシ

ェア（Think	Pair	&	Share）」というやり方です。なんてことはないんですけれども、まず自分で考える。

ペアで共有する。それから全体でシェアをするという、小さいところから徐々に大きく広げていくとい

うやり方です。

例えば、一般的に授業でよく先生がやるやり方というのは、「はい、これについてあなた、どう思い

ますか？」と聞いていきます。そうするとどうでしょう、学生は首かしげますね。「わかりません」「じ

ゃあ、あなた」「わかりません」で、ズーッといきますね。結局、先生があきらめて「いや、これはね」

とつい言ってしまう。こういう空しい作業が非常に多いんです。

だけれど、考えてみるとやはり怖いですね。やはり 50 人、60 人、100 人いる前で、知らない人たち

の中でやはりそれはこうではないかというのは、非常に心理的負荷が高いです。特に「日本の教育は、

どちらかというと間違えることを許さない風土」というんでしょうかね。「褒めるよりもけなす文化」

というのが強いような部分があるし、「失敗してはいけない、間違ったことを言ってはいけない」とい

う、かなり強い信念を持って彼らは来ますので、その中で大学の先生に直接当てられた。それだけでも

う固まってしまうんですね。しかもそういうやり方だと、ほかの人は考えなくなります。でも、このや

り方だとまず皆一人ずつ考えてみてるとなります。そこで、いきなり話し合ってと言ってもこれはだめ

なんですね。「まず考えを自分の中で持たないと、

特定の声の大きい人がボンと言ってしまいます」。

従って、「まず一人ひとりで考えさせて、これは

１分でも２分でもいいんです。それをお隣の人と

少し共有してみてください」。隣の人ぐらいだっ

たらなんとかなる。これだったら 300 人いてもで

きます。150 人のペアができるだけです。

場合によっては「どんな話が出た？」というの

を後で聞いていけば、自分の意見だけではなくて、
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「いや、私はこうなんですけれど、この隣の人はこんなふうに言っていました」というふうになれば発

問の負荷は随分減ります。今日皆さんにやっていただいているのもある意味ではそうです。個人で書き

出しをしてグループでシェアをして、全体でシェアをするという。これだと規模に関わらず、発言だけ

で全員に考えてもらって全員に声を出す機会を与えることができるというやり方です。これは解決策の

一例です。

それから、「学生の集中力は 90 分持たない」です。というか人間の集中力はまず 90 分持たないもの

だというのは前提です。従って、授業は 50 分でもいいんじゃないかという議論は、これはある意味で

は正論だと思います。実際にそうやってやっている大学もあります。授業を 50 分で区切っている大学

もあります。今、設置基準とかいろいろ見ても別にそれをやっちゃいけないという理屈はありません。

昔は授業も 100 分だったし、ある程度柔軟なものができるはずなんですけれど、この 90 分を 30 分ごと

に切るとか、そうやって間でうまく間を入れる。ディスカッションを入れたり、コミュニケーションカ

ードとかクリップカードとかを入れたり、少し休憩を入れたり。休憩って入れてしまうとそれこそ学生

はたばこを吸いに行ったり帰ってこない学生が出てきますので、少しこれもほどほどに。休憩のために

少し背伸びしましょうとか、立って深呼吸しましょうとか、その間に少し質問がある人は聞きますとか、

それで少し場を、１回空気の入れ替えをするということでしょうか。

とにかく 90 分、ここのグループで出ていましたけれど、90 分一本調子、これはまず持たないし、そ

れは先生の自己満足ではあるかもしれないですけれど、いや、ここは必要なんだと、この科目を 15 回

やろうと思ったらこれだけのことはやらなければならない。これは結局教員のロジックです。だけれど、

大事なのは教員が伝えたい内容を伝えきることが大事なのだろうかと。意を尽くしても学生はそれを３

割も理解できてないんだったら、それは「一体だれのための授業なんだろう」と、やはり考えないとい

けなくなります。先生にとっては７割の内容かもしれないけれど、それでも学生は６割覚えてくれるよ

うになったら、そっちのほうが本当はいいのかもしれない。これは一概に決めるものではありませんが、

そのために授業以外の部分を使って、今、その「反転学習」とか授業以外のところで講義ものはオンラ

インで受講して、授業の場ではディスカッションをするという「フリップドクラスルーム」というもの

が非常に流行っていますけれども、ああいう発想とかにもなってくるというのはそういうことですね。

90 分でやはり全知識を詰め込むというのは、構造上無理がある。でもそう言うと先生たちはこう言

います。だけれど学生は授業の外では勉強してくれないだろうと。だから授業でやるしかないじゃない

のかと。うん、おっしゃるとおりですね。だけれどそれをもう一回ひっくり返してみて、その構造をつ

くってきたのは我々かもしれない。学生がここの授業だけとにかく聞いてくれと。授業外学習をあまり

意識せずに授業の中だけに詰め込んで、詰め込んで、学生もそこだけは集中するようになって、外では

全然勉強しないと。学生の問題でもありますけれども、僕ら教員はそういう意味では、「授業の外でも

勉強したくなるような授業や課題の提示ができないだろうか」ということですね。一律の答えはないん

ですけれども、これが先ほどの「プリント」のトピックです。

「名札」の話もしましたね。「動機づけ」がありますとか。それから授業の途中での「小テスト」な

どは多分先生方はやっているんじゃないかなと思います。はい、それから、６番（柔軟な対応とシナリ

オの構築）に書いているんですけれども、人間の記憶のメカニズムからいくと、やはりこういう科学な

んですね。90 分、時系列でこういくと、記憶力の長さはこうなんですね。つまり最初は初頭効果があ

って最初は記憶力がキープされていて、中だるみがあって、最後は終末効果でこう上がってですね。だ

から 90 分の中でもそういうふうに考えていくと、最初に「振り返り」とか一番大事なキーポイントを

パーンと提示しておいて、中は具体的な話。それから、終盤のところでもう一回今日のまとめとか目的
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に対する結果とかをきちっと提示したり、先ほどのテーマワークなんかも使いながら、自分たちの学び

を振り返ってもらう。それでなんとか柔軟に対応していくやり方もあるかなと思います。

授業終了時（後）の仕掛け

授業終了時や終了後。これもやっている方は多いんじゃないかなと思いますけれども、「毎回の授業

終了時に成績に関わる要素を入れるというやり方」です。ここで、例えば「授業のポイントを箇条書き

で提出させたり」とか、「確認のために小テストをしたり」とか、そうすることによって学生は、ああ、

授業の最後にはこれがあると思うので、なんとか 90 分踏ん張ろうかなという、少しだけ圧力をかける

ことができます。少しいやらしいやり方ではありますけれども。

それから、学生同士で確認をさせると。別に評価に関わらなくても学生に、「学生の記憶力が一番高

いものというのは、自分が学んだことを他者に伝えること」だといいます。ですので、自分が学んだこ

とを他人に、例えば１分間私なんかと今日学んだことをペアで説明をさせます。そうすると「自分が何

が理解できていて、何が理解できていないかということが理解できるようになります」。そうすると、

ああ、この部分もう少しやっておかないといけないな、ということで、少し復習に誘うことができます。

やはりやりっぱなしで終わると、学生って本当に、それで次の授業、次の授業、もう垂れ流しです。（記

憶として）残っていかないんですよね。結果的に、なんとかしてこういう時間を入れてあげます。

それから、今のと関連するんですけれども、授業終了後にということで、私の写真入りのニュース

レターの記事が、資料をお手元にお配りしていますが、細かくはまた興味のある方は読んでいただけれ

ばと思いますが、「インターネットを使って学生に授業終了後にアクセスしてもらって回答してもらう」。

そういうサポートツールが「REAS（リアス）学習支援システム」です。これは無料で自分のポータル

サイトを作れて、アンケートとかフォームを自分で作って、僕であればURL を QRコード化したもの

を学生の添付資料に載せます。授業が終わってから一定期間の間にそこにアクセスすれば必要な項目が

表示されていますので、そこに入力してもらう。

そうすることでいろいろメリットがあって、一つは、授業の中で学生にコメントシートを書かせる

先生も多いと思いますけれども、この時間は少しもったいないというパターンです。例えば、５分、10

分と取ってしまうと結構しんどいんですが手書きでその場で書けますので、回収率は 100％なんですけ

れども、もっとちゃんと考えてほしいなと思うわけです。しかも大体授業って押してくるので、10 分

取ろうと思っても結局は３分くらいしかなくて、書いてくれと言ってもありきたりのことしか書かない

ですね。本質的なほうがいいですね。即ち、その授業時間外で考えてねと。土曜日、週末自分の空いて

いる時間で自分の考えをまとめて、400 字で書いてねという形で外に出します。

ほかにもメリットはいろいろあります。例えば紙でまとめた時に、すごく実践的な話なんが、200 人

の授業での名前のソーティング（並び替え）がたまらなく大変じゃないですか。皆さんどうされていま

すか。あれをいちいち学籍番号順に並べ替えるのにもう畳一面にバーッと広げてやったりすることもあ

りますよね。もうあれだけでイライラするんですけれども、学生番号順にそもそも席を配置する。これ

も一つの解決法ですけれど。ウェブだと、当然学生番号とか入力させます。一定期間こっちが指定した

リミットを１分でも過ぎればブロックしますので、それで投稿は終了です。メールで出せとかといって、

いちいち教員にメールとかがバーッと学生から来るという手間も省けます。締め切った後どうするかと

いうと、CSVファイルでそのままダウンロードできます。ですので、そのあと学生番号順で並び替え

をすれば一瞬でできるということです。そういう意味では時間効率はかなり良くなりましたし、学生の
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あの汚い字を読まされるこっちの身にもなってくれという。あれはあれで温かみがあっていいんですけ

れども、イライラしてきますね。そういう手間も大事だけれど紙代の節約にもなるという。まあ二つも

三つも四つもメリットがあるんですけれども。そんなことを少し記事に書かせてもらっています。

授業中のトラブル回避

それから、「遅刻学生」の対応なんかは、やはり「ルールでしっかり縛る」ということでしょうか。

それから遅刻学生に引きずられないというのを書いているんですが、先生方も困ることはあるかなと思

います。「遅刻学生」、「寝る学生」、「内職する学生」、これは「３大教員を悩ませるもの」だと思います

けれど、内職はしょうがないかもしれないですね。他人には迷惑をかけてないということで。ただやは

り「私語は絶対だめ」ですね。やはりまわりにも迷惑をかけるので。ただ、じゃあその私語が起きた時に、

いちいちやめろと言うと、やはり真面目に聞いている学生がストレスを感じてしまうんですね。なんか

嫌な印象ができてしまいます。こういうのが圧力になってこの先生は怖い先生だ、みたいな話になって

発言もしにくくなるというその悪循環ですので、原則やはり基本的にはさせないように「最初にしっか

りルールを示しておく」こと。怒る時はとにかく中途半端に怒らないという感じですね。あとは沈黙を

使うとか。黙ってその学生をじっと見てたら、ざわざわしている学生が、「あれ、なんかやばい、俺ら

見てるで」みたいな感じで止まったりします。沈黙もうまく使うという。できるだけ「真面目に聞いて

いる学生のモチベーションを下げない」ように、そういう学生にも対応しないといけないというのはか

なりジレンマではあるんですけれど。

これもそうですね。「欠席学生の対応」ですけれども、これもよくあります。例えば、「休んだので

先週の資料ください」という大学生に、皆さんどう対応するでしょう。私は渡しますよという人います

か？　優しい。優しい。これね、どうでしょうかね。「僕は渡さないです」。だって休んだのはあなたの

せいでしょ。なんでこっちがあなたの分までわざわざ次の週に印刷して持っていかなきゃいけなのと思

いますよね。それこそ友達に少し共有させてもらって、話の内容も聞いて、ちゃんと復習してねと。課

題も出ているから、ちゃんとその次の週までに友達にちゃんと情報を聞いて、ちゃんと課題は対応して

ねと、いうふうに話します。まあどっちがいいという話ではないんですけれども、「基本的にはこうい

うことでは変に甘やかさない」というふうに私は徹底しています。

あと、「途中退出学生の対応」です。これは、僕もやはり島根とか愛媛の地方の国立大学の学生って

非常にやりやすいんですけれど、もともと私も関西でしたので、大学院生時代とか塾とか非常勤でやっ

ていましたけれど、まあ出ていきますね。私立の女子大とか短大とかやっていましたけれど。５分ぐら

いして出ていって、５分ぐらい前になったら帰ってくるんですね（笑）。結構、けろっとして帰ってく

るんですね。あるいは一人で出ていったのに二人で帰ってくるとかね。「おい、今来たよ」という。そ

れが授業の終了 10 分前とかで「いや、来てなかったでしょ？」と言ったら、「いや、トイレです」とか

って平気で言うんですね。相当苦しみましたね。若い大学院生の頃でしたけれども。毎日そこに行くの

がもう胃が痛くてたまらなかったですけれど。教室の後ろのドアを施錠して閉めだしたんですね、僕も。

そうしたら「先生は私たちを動物扱いするんですか」という学生もいて。まあそんなこともあります。「徘

徊」とかもありましたね。これも嫌な感じがします。いずれにしても「ルールを明確にしておく」とい

うことでしょうか。そして「あまり引きずられない」ということですね。あまりそういう学生にこっち

が引っ張られて、本来真面目な学生が 99％なわけですから、そこは過度に引っ張られない。感情的に

もあまりならないという。
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「居眠りの対応」も生理的な現象もあるので、もう食事の後の３コマ目のポカポカした時、「魔の３

限目」ですね、２時ぐらいとかというのもかなり危険なんですけれど。もちろんこれは正しい言葉では

ありますけれども、実際は難しいんですけれども、できれば私なんかもやはり居眠りがない授業を、と

にかく意識しています。実際は、実際は居眠りはしてしまうものだと思っていても、やはり一生懸命授

業していて、なんかあのへんが寝てるなぁとか思ったら、100 人がやっていて一人が寝ているだけでも

少しドキドキしてしまう小心者なんですけれど。「くそっ」と思いますね、やはり。こいつをどうやっ

たら起こせるかなと。まあだから授業はチャレンジがいろいろできるんですけれども、いくらやっても

やはり難しいですね。

やはり工夫は必要だと思います。ひどい学生には寄っていって軽く話しかけると。ある先生なんかは、

寝てるのを起こすというよりは、いつも学生がたまたま起きていた時にその子のところに行って、「今

日は起きているね」って言うと、「ああ、この人覚えてくれてたんだ」ということで、逆に見られてい

るんだと。やはり学生って見られていると思ってないんですね。100 人いる中の一人だし、自分一人が

寝ててもまあ先生はあんまり気づいてないだろうと油断しているところに、でも見ているよと、気づい

ているよということをやはり促していくというところから、「クラスコントロール＝授業の雰囲気づく

り」をしていくということなんでしょうか。やはり寝てたらまずいなというふうに思わせていくような

空間づくりですね。

次の「私語」は先ほど言ったとおりです。この辺のルールですね。できるだけ 90 分の中で評価に関

わる何かを取り入れるようにしておくと、「学生は悲しいですけれども評価に対しては敏感」ですので、

だから起きてねというか起きとかないと損するよという言い方にならざるを得ないなと。そういう戦略

を使う時もあります。

学生への配慮

あと最後ですね。「質問・相談への対応」です

けれども、意外と学生は質問した時に先生からそ

っけない対応をされたから、もう質問するのはや

めようと思う学生もよく聞きます。でもそれは、

実は質問の中にも質問に値しない質問もあるんで

すね。そのくらい考えようよ、それくらい少し隣

と聞こうよということもバラバラ来ます。それも、

こういう質問は大歓迎ですとある程度質問の仕方

とか、そのへんもうまく設定できるようだったらしておいてもいいかもしれません。このへんは調べら

れるでしょう、このへんは答えますよというところですね。やはり際限なくというのは如何でしょうか。

先生は、やはり忙しいじゃないですか、本当に。１週間に何コマもあって。でも忙しいから全部だめと

言っているとやはりいけないので、これだったらOKだけれどこれだったらだめと。それもやはり「ル

ール設定だと思います」。

それから、「メール」とか「オフィスアワー」ですね。メールでの対応はきりがないのであまりしな

いようにしてますけれど、そういう意味ではオフィスアワーなんていうのは多くの大学が一般的に取り

入れているもので、その１週間の中のこのランチタイムにはオフィスアワーを設けているのでそこに来

てねと言うという取り組みですけれど。ただ実際はほとんど使われないですね。これはもうかなり形骸
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化してきているきらいはあると思います。ただ、

教員としてそれをしておくということは大事だと

思います。その使えるリソースがあるんだという

ことを明示しておくということは大事だと思いま

す。

それから、内容によっては一個一個対応してい

くよりも、あの学生も言っていた、この学生も言

っていた、みたいに一個一個対応するよりは、あ

らかじめ想定される質問に関しては、全体の場で

共有しておくということで、教員側の負担を減ら

し、学生との対応の負担を減らすと、やはりこう今の大学の教育改革って、ややもすると負担を上げる

ばっかりな気がするんですけれど、スリム化って出来るものもあるんですね。効率化していくものも同

時に考えていかないと、教育ってポジティブのリストとよく言いますけれども、これもやったほうがい

い、これもやったほうがいい、それは全部そうなんです。全体のことですから、全部やったほうがいい

んです。だけれどやはりそれをやっているとこっちが倒れてしまいますので、やはりそういうわけにも

いきません。

はい、これも言うまでもないことですね。専門性や教員としてのフィロソフィーを説明する。なか

なかこういうのは当たり前なんですけれど授業で学生に対して、「私にとってこの授業は」みたいな話

ってどれぐらいされているでしょうか。特に教養教育とか一般教育だと、あんまりそういうこともなく

○○概論みたいな形で、「はい、第１回目○○の歴史」みたいな感じでいきなり始まるんですけれども、

そういうことが多いと思うんですけれども、やはり学生って、「思っている以上に先生に興味がありま

す」。先生の非常に個人的なことも含めて興味を持っていますので、先生がどんな哲学を持っているのか、

どんな学術的な枠組であるのかを含めて、他学部の学生だったとしても話していいんじゃないかな。そ

の意味で、理念を可視化するTP（ティーチング・ポートフォリオ）の第一人者で東京大学大学院大学

総合研究センターの栗田（佳代子）さんとはよく一緒に仕事している仲間なんですけれども、彼女がこ

のTPに関して国士舘で研修をやられたというこ

とを伺っていますが、教育哲学の部分ですね。そ

こがTPの要（かなめ）だと言われていますけれ

ども。ああいうところを研究して、それを熱く語

ってもいいんじゃないかなと。先ほどの加藤先生

が学生たちに熱く語るのもいいんじゃないかと思

います。

あとは、これも当たり前のことですね。こんな

感じで少しリプライ、皆さんの悩みに対するリプ

ライを少しだけさせてもらいました。

魅力的な講義の演出方法

さて、「学生の不満も出てきたら、どうすればいいか」というのも少しは考えました。次はもう少し

ポジティブな方向に目を向けてみたいなと思うわけですけれども。それに先立ってこんなものを皆さん
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には資料としてお配りしますので、少し○×で回

答してみてください。ここに八つのＱ（Question）

があります。手元に回ってきたら、○をしてみて

ください。

（７分経過）

さあ、あとは少し私なりの答えはしたいと思い

ます。さて、今から本物のワークをしていただく

ことになります。テーブルの上の模造紙の上にさ

らにもう一枚模造紙を置くことになります。

ワーク「魅力ある授業とは」

今からやっていただくトピックがこちらになっ

てきます。「魅力的な」という話なんですけれども、

いわば「良い授業」ですね。「良い授業って何や

ねん」と、そもそも。それは、「教員にとって良

い授業」というものもあるし、「学生にとって良

い授業」というのもあると思います。どちらでも

いいんですけれども、少し「学生目線」になって

考えていただいてもいいのかもしれません。学習

者にとって良い授業、これを魅力ある授業はここ

に貼らせていただきますけれども、これをポスト

イット１枚に一つですね。これも先ほども後から出ていました、大きく分けて「授業の内容と方法」が

あると思います。それを自分ができているかどうかはとりあえず一回置いておいて、こんな要素がいる

んじゃないかとか、こんな要素があると魅力的な授業と呼べるんじゃないかなということを皆さんにま

ずは「拡散的思考」で出来るだけ多く出していただきたいと思います。ポストイットに書き出していっ

ていただく作業の説明はここに、こんな形で少し工程は説明してあります。一つのポストイットに一つ

のキーワードを書いてください。これを今から、先生方はかなり授業について考える時間を取っていま

すので、すぐに書き出せるかなと思いますので、３分間くらいは、少しまず３分か４分は個人で、まず

そのポストイットに書き出しをしていってください。一つのポストイットに一つのキーワードですね。

どんどん出していきます。今は模造紙のところに固めて貼ってもらっても結構です。はい、これを少し

考えてみましょう。

（４分経過）

さあ、これくらいで１回止めましょうかね。そ

こそこ出てきたかなと思います。作業の説明だけ

します。それで、このあと議論していく中で追加

はどんどんしていっていただいて構いません。一

応１回個人での書き出し時間は止めます。それで、

今からやっていただきたいのは、「ＫＪ法」とい

う手法を使います。イメージは、前に少し図で出
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します。こんな感じで模造紙を縦に使っていただ

いて、「自分たちが書き出したものの似たものの

まとまりを作っていくという作業」です。「似た

もののまとまりを作って、さらにその似たものを

括って、ラベルを付けるという作業」ですね。「カ

テゴリーを作る」といいます。できれば「そのカ

テゴリー同士何か関係があれば矢印で繋いだりと

かしていく」という一つのグループを作るという

作業になります。その中で、似たものを一つにま

とめても結構だし、追加があれば追加しても結構

です。

「最終的に自分たちのオリジナルなマップ、魅

力的な授業というのはこういう授業だと私たちは

思いますというのを皆さんの今出していただいた

ものをとっかかりとして作っていただく」という

ことです。はい、じゃあ今から様子を見ながらい

きますけれども、20 分ぐらい見てみたいなと思

います。はい、では、よろしくお願いします。

（１０分経過）

さあそろそろ仕上がってきているところも出て

きています。まだのところはペースを上げてください。

それでは、次の作業に移りたいと思います。今、作っていただいたものを、それぞれホワイトボー

ドを４台置いてありますので、後ろ２グループが、そこのホワイトボードに少しうまくシェアしながら、

二つ貼り付けてください。それから前の二つのグループはここに貼り付けてください。僕、最初に「縦」

で書いてねと言ったんですけれども、「横」で書いている人がいるので、「ルールを守ってね」というふ

うに。なんとかうまくセロハンテープもあるので貼っておいてください。それぞれ４面のホワイトボー

ドに、右側と左側にそれぞれあると思います。

今から「ギャラリーツアー」というのをします。ホワイトボードの右側に貼っている人は「発表者側」

です。右側のグループのメンバーは、そのポスターを囲むようにスタンバイをお願いします。左側に載

せているのは、これからグルッとプレゼンを聞きに回っていく学会のポスター発表のイメージになりま

す。まず発表者の方たち、自分のポスターの周り

にスタンバイをお願いします。その左側に貼られ

ている方が、まずはその場所で聞く人たちです。

私がタイマーを切っていきますので。左側の人が

右側の人のやつをこれから聞くということになり

ます。今から「よーい、スタート」で、右側の人

が自分たちの作ったポスターについてプレゼンを

していただきます。遠慮せずに是非。タイムを切

ります。スタンバイよろしいでしょうか？　えー、

時間は余りないので２分にしようか。あんまり一
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個一個にこだわっていると時間が足らないので、

２分間で作ったものを一生懸命プレゼンをしてい

ただくと。２分チーンと鳴ったら、グルッと一つ

ずつ聞き手だけ回ってもらいます。そういうやり

方です。４回プレゼンをしていただくことになり

ます。では、スタンバイよろしいでしょうか？　

よーい、できるだけ近くによって聞いてみてくだ

さいね。はい、よーい、スタート。

（４分経過）

はーい、時間終了です。はい、お疲れ様でした

ー。（拍手）はい、うまくできたでしょうか。今聞き手の人たちだけ、発表者の側はそのままステイです。

聞き手の人だけ時計回りで一つ隣に移動してください。発表者はそのままです。是非ね、せっかくです

からいろんな人にプレゼンしてくださいね。一人の人に見せきらないように。はい、スタンバイできた

でしょうか？じゃあ２分タイマー切りますので、第２回戦、よーい、スタート。

（２分経過）

はい、２分間終了でーす。はい、お疲れ様でし

たー。（拍手）はい、１回目と２回目もできたで

しょうか。はい、じゃあもう一周グルッと、聞き

手の側だけ時計回りで一つに戻してください。は

い、では、３回目、よーい、スタート。

（２分経過）

はい、終了でーす。はい、ではラストですね。

もう一回グルッと回ってください。

はい、今発表者の側は、最後ですね。最後のプレ

ゼンになりますので、ばっちりお願いしますね。はい、よーい、スタート。

（２分経過）

はい、終了でーす。（拍手）はい、お疲れ様でしたー。さあ、これで１回次に移ると、自分のところ

に戻るはずです。はい、発表者の方々お疲れ様でした。次はですね、のほほんと聞いていた方々に、是

非今まで以上のプレゼンを示していただきたいと思います。はい、じゃあ先ほど聞き手だった方が今度

は自分の当番の前でスタンバイしてください。はい、ではいいですか。はい、では、第１回戦始めます

ね。よーい、スタート。

（２分経過）

はい、２分です。ありがとうございまーす。（拍

手）はい、じゃあ聞き手の方、時計回りに一つ移

動してください。はーい。じゃあ２回戦いきます

よ。よーい、スタート。

（２分経過）

はーい、２分間経ちました。（拍手）はい、じ

ゃあ次、お別れをして、隣に移動してください。

はい、じゃあ第３ラウンドいきたいと思います。
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よーい、スタート。

（２分経過）

はーい、終了でーす。（拍手）はい、じゃあもう１回移動してこれで最後のセッションになります。はい、

では、よろしいでしょうか。ラストラウンドなので、お早めに移動お願いします。はい、では、よーい、

スタート。

（２分経過）

はい、終了です。お疲れ様でしたー。（拍手）はい、じゃあご自身のお席にお戻りください。はい、

いかがだったでしょうか。さすが大学の先生という感じだったかなと思いますが。実際私も学生にこ

んなふうにして 90 分の授業の中でも結構できるものです。以前合宿で学生 260 人で 60 グループで、60

枚のポスターセッションを今みたいにハンドルを作ってやりましたけれど、めちゃくちゃ大変でした。

2007全国大学学生調査

さて、少しクールダウンもしつつ、今の話にプラスアルファを乗っけてみたいなと思います。皆さ

んのお手元に追加する資料を置いてあります。２番という、左上に２と書いているパワーポイントのス

ライドです。少し古い調査ですけれども、東大と生協で行っていた調査ですね。「学生がどんな授業に

意義を感じているか」ということで、こんな感じでパーセンテージが上がっています。

やはり学問の基礎が確実にあると。これは当然のことかなと思いますけれども、それ以外にも将来

に役立つ、いくつかキーワードがあったと思います。実践的な知識や技能を教えてくれたのが高かった

り、自分自身、あるいは将来やりたいことを考えるきっかけになるとか、とかく学生は先ほども言った

んですけれども、ことに我々先生方が学生時代はやはり優秀な学生だったと思います。できない学生が、

まあ勉強が好きだったから大学に行っているわけなので、なかなか勉強が嫌いな人にはわかりにくいと

ころもあるんですけれど、やはり自分で探せよと言ってもなかなか今はわからないんですね。その授業

を通して、「あっ」自分ってこうなんだ。自分の将来やりたいことってこうなんだ。それと高校の授業

は関係してくるんだということをある程度教員が導いてやらないと、なかなか自分で「ハッ」と気づく

ってなかなか難しいんですね。社会や現実との関わりから学問の意義を教えてくれないと。

かなりやはり自分にとって必要かどうかというポイントは、日常とか社会と、学んでいる授業との

つながりの部分ですね。ここがなんとか見えるような。工学とかでも非常にミクロな内容になってくる

と思います、専門になればなるほど、現実社会との関連がややもすると見えにくくなってきます。だけ

れども絶対に関わっているわけですね。それがこう関わっているものを、例えば冒頭で新聞記事なんか

が出てきて、このデータみたいなものがあって、これに関わっている話の一部をこの授業でこれからや

ることになるんだよという形で入っていくとか、何らかの仕掛けで意味をやはりある程度付けていかな

いと、学生はなかなか前のめりにならないようですね。あと教え方がうまかったというのもあります。

魅力ある授業の演出方法

少し九つほどポイントを少し整理してみたいと思います。恐らく皆さんの議論の中にもほとんど含

まれているものだと思いますし、もうそれが正解ですので、前に出すのはその一例ということになりま

す。

キーワードは、なかなかいきなり授業が始まってズーッとコンテンツが流れていっても頭に入りま
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せん。今日の授業は、この三つのキーワードを使います。キーワードが最初にポンと明示されていると、

学生はそれを念頭に置きながら聞いていくことができます。脳を整理することができます。脳の中に枠

組みを作ることになります。ですので、最初にそれをポイントを明示してあげる。場合によったらそれ

を黒板の端に書いておく。

後でも触れますけれども、「パワーポイント」のメリット、デメリットはいろいろあります。パワー

ポイントってテンポよく流れていきますので、最初何やったっけな？というのが途中でわからなくなり

ます。従って、パワーポイントで流しつつ、今日の授業の目標とか、今日の授業のキートピックはこれ

だということは、消さないで板書に残しておくという形で、板書で確認しながらパワーポイントで進行

するという進め方もあります。

そうなってきた時に、実は大学の教室設計、教室環境というのは、あまりよろしくないんですね。

多様な学びの方法を具現化するには、構造上非常に問題のあるものが多いんです。それは教育のロジッ

クではなくて別のロジックで教室環境設定というのはされていたりするので、私なんかもそういう話が

ある時には必ず議論に呼んでもらうようにします。そうじゃないと出来上がってみて「何だ、これ？」

という教室になることもままあります。例えば、ホワイトボードのまん前にスクリーンが出てくるとか

いうパターンです。（スクリーンが邪魔して）書けないということですね。少し斜めにこうパワーポイ

ントがあって前に板書があるんですね。そういう本当に些細なことなんですけれど、構造上の問題でな

かなかアクティブにできないこともあります。

まあキーワードを最後の確認で少しさせるとか。話し方もいくつか出てましたけれども、やはり学

生に聞いてみると、学生には私、これまでにも何十回、何百回、何百人、何千人と良い授業ってどうい

うものかというのをいろいろ聞いてきています。そうするとやはり「話し方に関するものが多い」です。

授業評価アンケートとかで非常に「講義のスキル的」なことが多くて、こんなこといきなり声でかくと

言われてももうできないよということもあるんですけれども、僕も結構早口なので、注意はしてますけ

れども、基本的には話し方、先ほどの沈黙とかに対してもそうなんですけれど、できるだけ「学生に顔

を向ける」とかは、あるかなと思います。

それから、「質問の仕方」ですが、質問にもいろんなタイプの質問があります。いろんな役割の質問

があります。先生方はどういう質問を使っておられるでしょうか。例えば、問題の解答を本当に答えて

ほしい場合の質問もあれば、何か自分の考えを述べてもらいたいだけの場合もあれば、別に正解なんか

なくてもいいんだという。いろんな場合がある。とにかく声を出してほしいというですね。そういう時

は、いきなり難易度の高い問題、「正しい答えを述べよ」みたいな質問は、ハードルが高いです。やは

り先ほども言いましたけれど、間違ったらどうしようというのが働きます。それよりも前に大事なこと

は、この教室の中で自分が発言していいという雰囲気を作らないといけないということです。「比較的

簡単な質問、誰でも答えられる質問から、発言をしてもらうための発問をしていくところから、それで

ある程度発言できる環境を作ってから、問題の難易度を徐々に上げていく」という。たかだかそのコー

ルアンドレスポンスでも結構意識しないと、いつまで経っても学生は下を向いたまんまという状況にな

ってしまうということです。

それから「板書」、先ほども少し言いましたが、「パワーポイント」にもメリット、デメリットあり

ますけれども、板書もうまく使わないと、学生が見えないとか、よくありますね。書こうと思ったら消

されてしまうというのが出てきてしまうんですけれども、大体同じ方向に決めておく。左から右に書き

ましょうとか、あまりいろんな赤とか緑のチョークは使わないでおきましょうとかあります。で、ある

程度時間を置きましょう。時間を置きましょうといってもやはりどうしても遅い学生っていますので、
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最後まで待ってられないのは仕方がありません。

それから、パワーポイントを使わなくても板書でも、例えば左、真ん中、右で三分割しておいて、

一番右端には消さない領域をまず最初に書いておきます。今日のタイムテーブルやキーワードは消さな

い領域を残しておいて、左、真ん中だけで順繰りしていくこともあるのかな。板書の仕方はこういうの

もあるかなと。板書が苦手な人はパワーポイント、私なんかももうパワーポイントをほとんど使います。

なかなかトーク＆チョークだけで 90 分いかないんですが、これもやはりデメリットとしては早くなり

ます。どうしても早くなります。従って、「できるだけ間をとる」ようにしますし、「文字の大きさ」と

かにも注意するようにします。

それから、「プリント、印刷物の工夫」とかも、これぐらいは多くの先生方はやられていると思いま

すけれども、穴あきですね。穴を作っておいて、そこにアニメーションでポップアップして回答を出し

て、学生が適宜書き込んでいくというパターンです。それで少し速度を調整するという、そういう役割

もあります。あるいは、パワーポイントで提示しておいて、学生にはワードで自由に書き込めるような、

配布用と提示用を分けて作るパターンというのもあります。

「視聴覚教材」、先ほどからもいろいろ出ていました「ｅラーニング」とか、「ICT」を使うとかもう

現代ではよくあることです。

それから、これもいくつかのところで聞こえましたけれども、やはり「社会とのつながり」、「実践

のとのつながり」、現場に出ていって、フィールドに出ていって、「体験する、触れる。そういう実践を

視野に入れた教育というのはやはり学生の関心、モチベーションにやはりポジティブに働きます」。

そして何よりも、やはりこれが一番かなと思うんですけれども、「先生自身がやはり授業を楽しむ」

ということじゃないかなと思います。ややもするととりわけ日本では「研究 vs 教育」みたいな形で、

何か教育をすることで研究が阻害されるみたいなトレードオフの関係で語られることが多いんですけれ

ども、必ずしもそうではないというところで、やはりどうせそこにいる限りは、精一杯楽しむこと。そ

れが学生から見ても、先生が楽しそうにしていると、「先生がこの分野が本当に好きなんだなというこ

とを分かる瞬間には学生も目が輝く場合が多いです」。

学生を授業に巻き込む方法

あとは「巻き込む方法として授業中に問いかけ」をします。そこで私もよく使うのが「クリッカー」

と言われるものです。本当は今日持って来たかったんですけれどさすがに愛媛から 50 台は少ししんど

いかなと思ったんですけれど、国士舘でも誰か使っておられますか。

参加者　manaba でできます、スマホを使って。

山田　はい。そんなものを是非うまく使ってください。最近は、いろんなツールがあり、無料でできた

りもします。使い方次第では、いろんな学生を飽きさせずに引きつけるための効果も、学生の理解度を

確認する方法なんかも、これでかなりできると思います。

実は REAS の説明の時にさせてもらったんですけれども、先生方も学生に「ミニッツペーパー」と

か書いてもらっていると思うんですが、そのあとどうしてますでしょうか？　学生から、ここが結構大

事なんですが、なかなかその授業で回収したものを翌週までに何らかの形でフィードバックするとい

うのは結構難しいと思います。ほかに科目もたくさんありますし。先ほどの REAS を使う利点として、

フィードバックにもあります。

私の場合はこの tsuyoxi（ツヨシ）というものを使っています。学生からその REAS で回収した電子
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データをザーッと眺めて、コメントをチェックして、良かったコメントベスト３をここに挙げて、私の

コメントを付けて、A4 判２枚をA3 判１枚にして、翌週に学生に返して、それを振り返るところから

授業を始めていきます。先週の復習と補足説明と、私に対する個人的な質問に対する回答もここにして

いきます。これを自分の中でルールとして決めていますので、100 人いれば 100 人にリプライするのは

大変ですし、多分できないです。諦めました。だけれど、A4判２枚であれば 100 人であっても 30 人で

あっても同じですので、少し見る量だけ増えますけれども、あとはコピー＆ペーストしてここに引っ張

っていくだけですので、これでかなり回答負担は減らせるのとともに、ほかの学生がどんなふうに考え

ているかということも見せられますので、その意味ではこの収集の仕方とフィードバックの仕方で、大

人数でも 100 人くらいでも大体対応できるなという感じでやっています。

それから、今日は実際に少し「シンクペアアンドシェア」もやっていただいたり、ポスターセッシ

ョンみたいなものもやってもらったりしています。人数が多ければTAにサポートしてもらうことも

あるだろうと思います。「フィッシュボール＝金魚鉢（Fishbowl）」というのは学生に、前に出てもら

って実際に討論みたいなのをしてもらうのを周りからそれを見るというそういうやり方です。「ジグソ

ー学習＝ジグソーメゾット」は、個別に違う課題を代表者が全体像を浮かび上がらせる手法です。各グ

ループでディスカッションし、仕上げ学習として、例えば、ここの四人のうち一人だけここに残って、

三人はそれぞれ別のグループに飛んで、そこで説明を受けるというやり方です。まあジグソーパズルの

ピースをはめるみたいな感じで情報量を増やすテクニックもあります。こんなものも大人数でも時間的

な制約があってもできる手法ということになります。あとは「逸話」や「経験談」ですね。

ペア・リーディングを体験しよう

それでは、今のも含めて、一個だけ「教授技法」の体感をしていただきたいと思います。今から「ペ

アワーク」をしてもらうんですけれども、五人の方は、お二人づつのペアを作っていただければと思い

ます。向かい合っていきたいと思います。真向かいの方は、相手役になります。それで、テーブルの左

側の人がＡですのでＡの資料を配ってください。右側の人にはＢの資料を配ってください。これはお互

いには見せないでください。僕から見て左側がＡ

です。右側がＢです。それで、手元に配られたら、

まずそれを読んでください。マーキングしながら

読んでいただいて結構です。この後、何をしてい

ただくかというと、「その内容について向かい側

のペアに対して１分間で説明をしていただく」と

いう作業になります。その紙は見ずに説明をして

いただくようにしたいと思いますので、２、３分

の間に、大学の先生ですから、それくらいは余裕

だと思うので。じゃあ少し２、３分取ります。

（３分経過）

はい、タイムです。さて、今内容は、なんとなく頭に入ったと思います。その紙はできるだけ見ずに、

どうしてもという人は見ても構いませんが、見ずにまずはＡパートの人がＢの方に、左側の方は右側の

方に、今そこに書かれている内容を１分間で説明をしていただくことになります。よろしいでしょうか

ね。はい、タイマーを前に出しますので、１分間。よろしいでしょうか。よーい、スタート。
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（１分経過）

はい、ありがとうございまーす。はい、うまく

説明できたでしょうか。はい、じゃあ次は、「Ｂ

の方がＡの方に説明」していただくことになりま

す。では、よーい、スタート。

（１分経過）

はい、終了でーす。はい、いかがだったでしょ

うか。これが「ペア・リーディング」というもの

です。先ほどのペアでの「シンクペアアンドシェ

ア」とはまた違うパターンでやりましたが、これ

は実はＡとＢは連続している教材です。はい。例えばこれ、Ａ、Ｂを両方それぞれの学生に渡して、は

い、今から読んでください、というのも一つですが、あえてそれをスプリット（分割）して、こっちの

学生には前半を、こっちの学生には後半部を読んでもらって、そうすると一人が読む負担は半分で済み

ます。後で情報交換をして、相手方の説明も聞くことができるので、より多くを得られます。しかも自

分で説明する、相手に対して説明をする責任が生じますので、それだけしっかり読みこむということに。

これも対して時間はかかりません。300 人いても同時にできる作業になります。この後で少しＡパート

の人にはＢの教材を、Ｂパートの人にはＡの教材を後で配ってあげれば、後でまた気になったら読んど

いてねというやり方です。

はい、まあこんな形で、ある程度、チームでその教科書を分担して要約させたりとか説明させると

いうようなやり方でも、応用的にも使うことができますよということです。はい、あとは少し細かくは

読んでください。

覚えていますか

さて、それで最初に○×付けてもらったものに

対する補足説明は、皆さんの手元にもう配布させ

てもらっています。それはまた少し読んでおいて

もらえればと思います。それで、本当はこの後１

回目の授業づくりというスライドが皆さんのお手

元にずっと続いていますが、それは少し理屈的な

話でもありますので、今回はカットさせてもらい

ます、ご興味ある方は読んでおいてください。

残り時間は、「全体の振り返り」に入っていきたいと思います。皆さんのお手元に、最後の資料を配

っていただきます。A4 判１枚の紙を配っていきますので、今日の４時間弱を終えて、明日から少し授

業で実際にこれをやってみようというものを何か一つ、今日発見した新しい発見でも何でもいいんです。

「自分にとって一番インパクトの残ったもの」を一つマーカーで書いていただいて、後でグループの中

で少しシェアしていただきたいと思います。１、２分ぐらいで、そのマーカーを使って、自分にとって

一番学び得たものですね。何でも結構です。書いていただければと思います。これは是非やってみよう

というものでも結構です。

（２分経過）
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大体書けたでしょうか。さて、「グラフィティ」

とよく言いますけれども、書いたものを前に、自

分の前に出して、これから 15 秒ずつグルッと回

っていきますので、15 秒ずつ、宣言というか自

分にとって印象に残ったことをお話していただき

たいと思います。どなたか一番手を決めていただ

ければと思います。グループの中でです。本当は

全員でやりたいんですけれど、もう少し時間があ

れば、グループの中での共有をしたいと思いま

す。はい、一番手よろしいでしょうか。じゃあ前

で 15 秒切っていきますので。はい、よーい、スタート。

はい、終了です。ありがとうございました。（拍手）そこから時計回りに行きたいと思います。２番

手の方、よーい、スタート。

はい、ありがとうございます。（拍手）15 秒で

は到底語りえないと思いますけれども、すいませ

んね、そのあたりは懇親会で是非やりましょう。

さて、次３番手、お願いします。よーい、スタート。

はい、すいません、ありがとうございます。（拍

手）はい、４番手いきます。３人のところはもう

自由に議論してください。はい、よーい、スタート。

はい、すいません。（拍手）はい、５人でラスト、

お願いします。４人のところは自由にお話しくだ

さい。スタート。

はい、ありがとうございます。

中退（不幸な出会い）を減らすために

最後に一言で締めくくりたいと思います。まず、「中退の問題から始まりましたが、結局はやはり授

業をこれからも大切にしていくということ」なのかなと思います。それで、こんな感じで書いてみまし

た。まず、授業が変わると、教員あるいはここには実は職員というキーワードも入れさせてもらってい

ます。本当はこれは教職両方のデベロップが必要

なんですが、「学びが変わると、学生の満足度と

いうか成長が加速」される。「学生が変わる」。そ

のことによって「中退が減少」する、「大学が変

わる」。ややもすると逆のロジックで我々は考え

がちです。大学がまずやってくれないと。学生が

まず変わってくれないと。教員、ここが一番最後

の砦という感じになりがちですが、まず端緒の授

業で誰もがやっているように、少し意識を変えて

行動をすれば、もっともっと「授業が楽しく、我々



37

自身も楽しく」なるんじゃないかなと。それが学

生にも伝わって、「学生が授業を通してでも楽し

めるようになっていけば、そこで学生同士の人間

関係的な営みが促進されれば、この大学も悪くな

い、たとえ違う専門で来たけれど、こんな面白さ

があったんだ。いいんじゃないかということで、

最終的にはハッピーに、Win-Win になっていけば

いいんじゃないかなというふうに切に願っており

ます」。

おわりに　苦悩と葛藤の日々へのチャレンジ

そうは言ってもなかなか大変だと思います。一方では「教育というのは裏切られる」ものであると

言われたりもします。裏切られることも多いんですが、それでもなんとか我々いろいろ知恵を出し合い

ながらやっていきたい。まさに今日ワークをやっていただいたものなんていうのは財産になるかなと。

これを是非そのままにせずに、皆さんと記念写真でも撮って電子化していただくなりして、皆で共有す

れば国士舘の授業を改善できるんじゃないでしょうか。そのように話が発展していけば、私も今日来た

意義があったのかなというふうに思います。

かなりの長丁場でしたが、一人も寝ることなくやり終えることができたのは皆さんのおかげかなと

思います。また、いろいろなところで情報交換できればと思います。少し足りない部分、説明できない

ものが多くありましたが、ご了承願えればと思います。これにて、私のパートは終えたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。（拍手）

司会　どうも、山田先生、長い間、本当に、本当にありがとうございました。我々も授業を変えること

ができるというので、「Yes,	we	can」というのが我々の今日の合言葉ではないかと思います。

これから下の１階に行きまして、サンドウィッチのパーティーが待っております。その場でまた、

今日の喜び、それから興奮というものをもっとも

っと共有し合っていきたいと思っております。そ

の前に、一つお願いがあります。先生方のお手元

にアンケートの用紙が届いているかと思います。

是非、是非、そちらのほうに少しお時間をいただ

いて、記入していただければと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。

今日は、最後の最後まで三浦学長にも参加して

いただきまして、我々本当に心強い気持ちがして

おります。本当にありがとうございました。
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閉会のあいさつ

副学長

岡田　　繁
（理工学部教授）

　

どうも、お疲れ様でした。特に今日は、町田と多摩の両キャンパスで

オープンキャンパスが開催されたこともあり、先生方の出席が少ないの

ではないかと内心不安でしたが、「中退問題」に詳しい山田先生のシン

ポジウムということもあり、オープンキャンパスの最中にもかかわらず、

ここのように多くの先生方の参加をいただき感謝申し下げます。特に、

両キャンパスから今日のために駆けつけて頂いた先生には本当にありが

とうございます。

また、理工学部の先生方の参加が多かったのは、我々が理工学部の先

生方に FD会議に出席して頂くように、声掛けをしたことも大きな要因

であると思います。このように理工学部の先生方に出席の依頼をしたの

は、理工学部の学生の中退者が他の学部と比較して少々多いためです。理工学部の先生方にも中退者が

多いことの意識をもっていただくことも必要で、また、中退者を減らすために多くのヒントをつかんで

いただくために、多数の先生方に FDシンポジウムに出席していただくように声掛けをいたました。そ

の結果、このシンポジウムで先生方も真剣に学生の中退者を減らす方策を見出していただけたのではな

いかと思います。

折角、大きな夢をもって国士舘大学に入学して来た学生にとっても、我々教員にとってもお互い「不

幸な出会い」にしてはいけないと思っています。

授業のやり方と仕組みを我々教員が理解しているだけではだめで、学生が理解していないような授業

の仕組みで終わってしまうのでは、ものの解決にはならないのです。「学生の目線」で授業を進めてい

かないと学生が授業について行かれなくなり、欠席が多くなり、最終的には中退をしてしまいます。以

上のプロセスで学生の中退者が増えているのではないかと思っています。これも先生方の日々の努力に

よって中退者を減らすことも可能であります。今後ともよろしくお願いいたします。一人でも二人でも

中退者を減らしていただくように先生方の力をお貸ししていただければと思います。よろしくお願いい

たします。今日は、長時間にわたってのシンポジウム、誠にありがとうございました。（拍手）
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第２部

意見交換会
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第２部　開会のことば

学　長

三浦　信行

　今日は、「中退問題」を背景に、「授業デザイン」の一端に触

れることが出来て、私も最初から最後まで参加させてもらいま

した。また、先生方からは卓見を拝聴できて感謝申し上げます。

それから、何はさておき、講師の山田（剛史）先生、本当にあ

りがとうございました。４時間弱にわたって、皆さんを飽きさ

せない講演とワークは流石だなと思いました。

今日のお話は「授業（学び）が変われば、学生の満足度も変

わり、学生が変わる、結果的に中退が減少し大学も変わる」と

いうことだったと思います。「大学が変わらないから授業や学

生が変わらないんだ」と思い込んでいましたが、今日の山田先

生の「逆転の発想」は目から鱗が落ちるがごとく拝聴いたしま

した。

いわゆる講義は、学生に一方向で伝達しますが、今日のご講

演で明らかのように、理解されない講義は無意味なことを改め

て得心がいきました。先生方は高邁な理想と、高度な論理を持

って毎日講義されているわけですけれども、ついつい熱がこもりスピードが速くなり、立て板に水だっ

たり、機関銃方式だったりして、なかなかそこのところ、止まらないんですけど。今日のご講演で気付

いたことは、「間の取り方」が重要だなと思いましたね。人を説得するには少し間を置き、少し考えさせ、

そして話すということですね。そういえば、よく落語で「間をとる」ということが非常に重要だといい

ます。

ところで昨今、教育のユニバーサル化にめざましいものがあります、いろんな学生が入学して来ます。

彼らに対する我々教員の話し方は、「油紙」じゃだめなんですね。やっぱり「吸い取り紙」になっても

らわなきゃだめだと思います。まあそういうことを今日気付きました。今日の研修成果を皆さんで共有

し魅力ある授業を演出していただき、これからの大学の講義に活かしていただければ、結果的に中退者

も減少させられるなと確信しました。私は毎回学部長会等で、中退者の削減をお願いしておりますが、

今日はその点で少し明るさが見えたなと思いました。

今日は、本当にありがとうございました。
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乾杯の音頭

副学長

中島　　徹
（ＦＤ委員会委員長）

（法学部教授）

　皆さん、それでは乾杯の準備はよろしいでしょうか。本日の

司会の加藤先生の辞書によりますと、FDというのはフード＆

ドリンクなんだそうです。まずドリンクがないと始まらないと

いうことなんです。

本日は山田先生、本当にどうもありがとうございました。山

田先生のその優れたファシリティを目の当たりにして、大変楽

しく過ごさせていただきました。ワークを拝見していまして

も、先生方が一生懸命ポストイットを貼り付けたり、仕分けを

したり、特にプレゼンテーターになられた方は、３分間でした

か説明されてなかなか大変だったかと思いますが、本当に楽し

そうにやっていただいたと思っております。このような授業が

本当に増えていけば、本学の退学者も減っていくんじゃないか

と、大変今日は気持ちが明るくなったような気がいたしており

ます。

それでは、今後、皆さま方のご健康と、それから国士舘でも

せっかく山田先生のご指導をいただいたので、このような方式が発展していくように、取り組みを祈念

しまして、乾杯とさせていただきます。では、御唱和ください。乾杯！
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閉会のあいさつ

ＦＤｅｒ

加藤　直隆
（ＦＤ委員会副委員長）

（法学部教授）

本日は、第２部の意見交換会までご参加いただきありがとう

ございました。

長時間にわたり、本当にお疲れ様でした。また、シンポジウ

ムを有意義にしていただきました山田先生に改めまして心より

御礼を申し上げます。

本日は、「学生の主体的な学びを促す教育・学習環境デザイ

ン～中退問題の傾向と対策を考える～」と題したご講演と研修

を開催させていただきました。難しいテーマではありましたが

山田先生のファシリテートにより、皆さん楽しく取り組まれた

のではないでしょうか。是非とも今日の成果を教育現場でも活

かしていただき、少しでも中途退学が減らせれば、ＦＤ委員会

として開催した意義があったのではないかと思います。

熱い議論のさなかとは存じますが、皆さんの目の前にある料

理をご提供いただいたサブウェイも今日で最後のサービスとな

ります。心のこもった料理が、まだ残っております。まもなく

閉店です。袋を用意されておりますので、お持ち帰りいただければと思います。

最後に、今回のＦＤシンポジウムに当たりまして、格段のご尽力をいただきました、山田先生をは

じめ、多くの関係者の皆さんに心より感謝申し上げまして閉会の挨拶に代えさせていただきます。

どうも、皆さん、本当にありがとうございました。



43

懇親会風景
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資　　　　料
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講演・グループワーク　資料
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グループワークの成果（魅力ある授業とは）
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