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開会のことば

ＦＤ委員会委員長（副学長）　

飯田　昭夫
（法学部教授）

　皆さん、こんにちは。本日はたいへんお忙しい中、シンポジウム

に多数ご参加していただきましてありがとうございます。

　本日は、関西大学の三浦真琴（みうら・まこと）先生においでい

ただきまして、「学生をアクティブにする授業」という演題でご講

演いただくことになりました。先生にはたいへんご多忙中のところ、

ご快諾いただきましてありがとうございました。

　先生のご専門は教育学ということでございます。実際のアクティブ・ラーニングの手法につきまして

は、皆さんには、これから体験していただくことにしております。

　これまでＦＤ委員会は、教学 IR、ルーブリック、ティーチングポートフォリオ、カリッキュラムマ

ップなどに精通した学外の第一人者をお招きし、自身の授業の振り返り、同僚との情報共有をとおして、

授業の改善に結びつけていただくことを目的にシンポジウムや研修会を開催してきました。

　アクティブ・ラーニングについては、認証評価では教授方法・開発の具体例を求められたり、日本私

立学校振興・共済事業団補助金申請の設問にあったりして、大学が取り組むべき喫緊の課題として教育

現場で常態化しております。　　

　アクティブ・ラーニングを授業に取り入れて、学生をアクティブにさせることができるかどうかが、

本学の学士力向上に向けて、鼎（かなえ）の軽重が問われることにもなります。そのような事情もあり、

ぜひ今日のご講演をお聴きになり、また実際に体験をしていただきまして、それを先生方の今後の授業

に活かしていただけると、今日のシンポジウムを開催する者として、望外の喜びです。

　簡単ではございますけれども、開会のことばとさせていただきます。本日は、最後までお付き合いの

程、よろしくお願い申し上げます。
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挨　拶

学　長

　佐藤　圭一
　（政経学部教授）

　皆さま、こんにちは。今日はお忙しい中、ようこそいらっしゃい

ました。厚く御礼申し上げます。先ずもって、三浦真琴先生、ご快

諾いただきありがとうございます。

　今日は学生をアクティブに授業をするというオーソドックスなテ

ーマをお願いしました。

　みなさんはもう専門家ですので、釈迦に説法と思いますが、FD

は、今ではすっかり教育界を席巻し、組織的に取り組まなくてはならない課題となっています。

　わが国でアクティブ・ラーニングが大学教育で使われはじめたのは今から４年前の平成 24（2012）

年８月に出された文部科学省中央教育審議会答申に遡ります。答申の標題が、「新たな未来を築くため

に、大学教育の質的転換に向けて」となっており、「生涯学び続け、主体的に考えられる力を育成する

大学へ」という副題が付いておりました。

　予測困難な時代においても、大学は有為な人材を創出し社会に輩出し続けるのだという意気込みが伝

わってきます。そのためにも、やはり大学は変わらなくてはならないと思います。これまでは学生の行

動様式はどちらかと言えば主体性よりも協調性が重んじられてきました。これからは答えのない問題に

解を見いだしていかなければならない成熟社会を生き抜く力を育成するため、主体的に考える能力を持

たせ、課題解決型の人間をぜひとも育てなければならないという使命があるというのが中教審答申の趣

旨だと思います。

　そういう意味では、能動的学修を目的とするアクティブ・ラーニングは時宜にかなった教育方法であ

るということは、今更言うまでもないと思います。

　三浦先生は、アクティブ・ラーニングに造詣が深く数多くの知見をお持ちでいらっしゃいます。教師

の果たす役割について、学生をアクティブにする授業について、アクティブ・ラーニングのオリジン（

原点）を問い直し、皆さんと決意を新たにしたいと思いますので、よろしくご教示のほど、よろしくお

願いします。

　本日は、皆さんにとりまして、実り多いシンポジウムとなりますことを祈りまして、私の挨拶とさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。
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講　演

「学生をアクティブにする授業」
～ Future  Design  for  Active  Learning ～

関西大学教授・教育推進部教育開発推進センター副センター長　　　三浦　真琴　氏
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◆シンポジウムの趣旨説明と講師紹介

ＦＤ委員会副委員長・ＦＤ er

川島　耕司

（政経学部教授）　　　　

　今回のシンポジウムの趣旨と講師の略歴を引き続きご紹介いたしま

す。

　学士力を備えた人材の育成のために、主体的な学習を促す教育への質

的転換が必要とされています。今後時代はますます急速に変化し、求め

られる知識や能力のあり方も大きく変わるであろうと思われます。この

ような時代を生きることになる学生たちのために、われわれ教員はどの

ような教育を行えばよいのでしょうか。アクティブ・ラーニングの意義

と実践というテーマのもとで、皆さま方と共にこの問題を考えることが、

本シンポジウムの趣旨でございます。

　本日は、関西大学教授、教育推進部教育開発支援センター副支援セン

ター長でいらっしゃいます三浦真琴先生を講師にお招きし、「学生をアクティブにする授業」というテー

マでお話をいただきます。副題は、「Future…Design…for…Active…Learning」です。

　今回お招きしました三浦先生の略歴をご紹介いたします。

　三浦真琴先生は、一橋大学社会学部をご卒業後、教育社会学をご専門に、平成４（1992）年に名古屋

大学大学院教育学専攻博士課程を修了され、同年中部大学に就職されました。その後、静岡大学教授を

経て、平成 21（2009）年より現職に就いていらっしゃいます。先生は、FDやアクティブ・ラーニング

に関して多くの研究をなさっています。論文として、「アクティブ・ラーニングの理論と実践に関する

一考察」「アクティブ・ラーニングことはじめ」など、多数ございます。共著として、「大学生の学びを

育む学習環境のデザイン、新しいパラダイムが開くアクティブ・ラーニングへの挑戦」などがございます。

　ホームページによりますと、昨年は 14 回のご講演をなさっておられるようです。また、教育実践面

におかれましても、教育内容や教育方法の工夫など、学生が主体的に学ぶ学習を目指しておられます。

　本日は、ご講演と共に、ワークショップ形式の、より実践的なご指導もいただくことになっております。

それでは、関西大学教授、教育推進部教育開発推進センター副センター長、三浦真琴先生より、「学生

をアクティブにする授業～ Future…Design…for…Active…Learning ～」についてのご講演をいただきます。

三浦先生、どうぞよろしくお願いいたします。



5

『学生をアクティブにする授業』
～ Future  Design  for  Active  Learning ～

関西大学教授　　　　　　　　　　　　　　　

教育推進部教育開発推進センター副センター長

三浦　真琴　氏

ただいまご丁寧な紹介をいただきました、三浦でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。とても素敵な会にお招きいただき

ましてありがとうございます。

私がこどものころ、今時分には梅雨が明け、夏休みをこころ待ち

にしていたものでした。蝉が鳴いているのに、まだ梅雨が明けてい

ないというのは普通ではないですね。

蝉で思い出しましたが、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という句を、

小学校か中学校の国語の時間で、たぶん皆さんは次のように教わっ

たのではないでしょうか。賑やかな蝉しぐれの中でふと静寂を感じ

る、ということを詠った句であると。しかしながら、山形県にある

山寺、立石寺でこの句が詠まれた季節には、実は蝉が鳴いていない

のです。つまり蝉が鳴いている季節を想起しながら、芭蕉は句を詠

んだのですが、学習指導要領や教科書のガイドのようなものには、蝉しぐれの中で、ふと感じる寂寥が

詠まれた句であると説明されています。先生たちはそれを鵜呑みにし、原点に立ち返ることなく、間違っ

たことを教えていたわけです。同様に私たちも、ともすれば鵜呑みにして間違った解釈をしてしまうこ

とがあります。

中央教育審議会（以下「中教審」という。）答申（平成 24（2012）年 8 月 28 日付け）では
アクティブ・ラーニングについての説明が書かれた平成 24（2012）年の中教審答申が、まさに芭蕉

の句を説明した学習指導要領に相当します。アクティブ・ラーニング（能動的学修）を説明するに当

たって、「能動的な学修への参加を取り入れた」という表現を用いるのは、まず何よりも日本語として

おかしいですよね。しかも、アクティブ・ラーニングを「教授や学習法の総称」だとも言っているので

す。アクティブとラーニングという単語の意味を知っている中学生や高校生に、アクティブ・ラーニン

グをどのような日本語に直せるかと尋ねたら、教授法や学習法という言葉は絶対に出て来ません。きっ

と能動的な学習、主体的に学ぶことだと答えるはずです。これこそがもともとの英語の意味なのですが、

そこから遠く離れた、そして日本語としてはおかしな表現になっているものを私たちは鵜呑みにしてし

まってはいないでしょうか。それはつとに避けなければならないことなのです。

Learning の意味
ではアクティブ・ラーニングをどのように解釈し、理解すればよいのでしょうか。そのことを考える

ために、まずラーニングとは如何なるものなのか、それにはどういう意味があるのか、そのことを丁寧

に考える必要があると思います。
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学習者が能動的に意味を探求する営み・経験によって得られた知識を構築する営み・将来の基盤とな

る知識を構築する営みと、三つ掲げましたが、これは 1998 年にアメリカの高等教育協会が再定義した

ラーニングの意味です。これだけで十分にアクティブな印象を受けますが、アクティブ・ラーニングと

はこれを更にアクティブにするもの、アクティブであるものと考えなければならないのです。

アメリカ高等教育協会によるラーニングの再定義が1998年と申し上げましたが、あれは1998年になっ

て突如として出されたのではなくて、そこに至るまでに長い道のりがあるのです。平成 7（1995）年に

私は初めてアメリカに行きました。東海岸の北部、ニューイングランド地方を訪れ、ボストン、ニュー

ヨーク、ワシントンにかけて、大学ならびに高等教育機関をめぐりました。この旅は IDE（民主教育協会）

の当時の会長の肝いりで、私は勤務先の学長に随伴しました。M.I.T. では私たちの応対をしてくれた教

授から「あなたたちは FDを知っているか」と問われた際に、嬉々として「from…research…to…teaching」

と答えたら、「それは古い」と一喝されました。「今や from…teaching…to…learning の時代だ」というのが

95 年ごろの話です。

Learning の定義への歩み
M.I.T. の教授が教えてくれたのは、かの有名なパラダイムシフト（教えから学びへ）です。高等教育

機関関係者の間で持ちきりの話題になりましたが、それは唐突に出てきたのではありません。さかのぼっ

てみましょう。1983 年にこのままではアメリカはダメだと、「A…Nation…at…Risk（危機に立つ国家）」と

いうレポートが報告されました。3000 万部も出版されたレポートでは、もっと学習に関与するという

ことを考えなくてはいけないのだということが強く指摘されていました。その４年後に「アクティブ・

ラーニング」という言葉が登場します。『優れた授業実践のための７つの原則』、これは５ページ程度の

リーフレットなのですが、ベストセラーになりました。三つ目の原則にアクティブ・ラーニングが謳わ

れています。

その後、パラダイムシフトを経て 98 年にラーニングの再定義がなされたのですから、この流れは小

川のようなものではなく、ミシシッピのように水量が豊富で滋養に富んだものなのです。それをしっか

り吸収してアクティブ・ラーニングが大事だよということなら話はわかるのですが、先ほどの中教審答

申はなんだかか細い小川のようです。ただ、未来を創造していく学習者、Lifelong…active… learner を作

るという点では決して間違ったことを言っていないとは思います。

アクティブ・ラーニングの意味
先ほど申し上げたように、アクティブ・ラーニングとは動作、態度、状態、姿勢もしくは習慣（habit）

です。これが辞書的な捉え方、語義に忠実な解釈です。先ほどお示ししたアメリカ高等教育協会のラー

ニングの再定義を一つにまとめると、「過去、現在、未来をつなぐ知識を構築し、意義を探求する営み」

となりますが、これが、学生にとってのアクティブ・ラーニングの意味です。

では、教師にとってのアクティブ・ラーニングは何を意味するのかというと、今申し上げたように主

体的な学習者へと学生を育てる営みということになると思います。このように捉えると、私たち教師が

何をしなければならないのか、何をしたらよさそうなのか、おぼろげながら少しずつ見えてくる気がし

ます。

ところでＦＤは Faculty…Development の略称ですが、これを別の言葉で言いかえて、自分の身近に

ひきつけるということをしてもいいかと思います。昔はフードアンドドリンクと呼んでいた時代があり

ました。食べなければ、そして飲まなければわたくしたちは生きていけません。せっかく食べるなら美
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味しく食べたいし、楽しく飲みたい。FDは義務化されてしまいましたが、これを obligation として捉

えるのではなく、mission なのだと捉え直し、どうしたら楽しめるかということを考えていく必要があ

ると思います。さきほどのアメリカ高等教育協会のラーニングの定義に立ち返り、先生たちが自分たち

の経験や失敗をとおしていろいろなことを学び合う、そのように考えると、肩の力が抜け、楽しく時

を過ごすことができるのではないでしょうか。そういえば、国士舘大学の車内吊り広告に「いろいろ

なことに挑戦し、経験し失敗してほしい」とありました。このように失敗談を持ち寄ってざっくばら

んに話しあうのが FDであるという捉え方が一時期ありました。そのあとはフリーダイアログ（Free…

Dialogue）という言い方をしたこともありました。包み隠すことなく、とにかくいろいろと本音で話し

あおうではないかと。

最近はフューチャーデザイン（Future…Design）、今ここにいる学生の将来、未来を、私たち教師はど

ういうふうにデザインしてあげることができるかとか、あるいは自分がいる職場の将来をどのようなも

のにしたいかというのを、みんなで一緒に考えていく、という捉え方をするようにしています。FDを

フューチャーデザインだと考えると、義務だから仕方なくやっているのではなくて、もう少し我々が能

動的に関われる、そんなイメージを抱けるのではないかと思います。

話をアクティブ・ラーニングに戻しますが、語義的には動作、態度、状態、姿勢もしくは習慣であり、

学生にとっては「過去、現在、未来をつなぐ知識を構築し、意義を探求する営み」であり、我々教師にとっ

ては学生を主体的な学習者に育てる営みなのだと考えてみてはいかがでしょうかというご提案です。

アクティブラーナーの姿
主体的な学習者、学び手ですが、具体的にどんな姿が考えられるか、いろいろと調べてみました。ス

ライドに主なものを四つ挙げておきました。自己主導的学習者、これは放っておいても自分でやるとい

うことではなくて（自分で勝手にやるのはセルフスタディです）、必ずそこに他者がいることを前提と

したうえで、自分の学びを他者と共有できるというスタンスを保つ学習者、学生ということです。

メタ認知（Metacognition）は、自分の言動や姿を俯瞰できるということですね。

それから、リフレクティブな学習者とは、結果をふり返るだけではなくて、実際に学習している最中

に今やっていることはこれでいいのだろうかということを、事後ではなくてその最中にもリフレクトで

きるような学習者です。

最後に協同的な学習者を挙げておきました。ここで営まれるのが Collaborative… learning です。実社

会に出たら何が必要とされるのか、人間力としてコミュニケーションとか協調性ということがずいぶん

前からいわれていますが、学生にこのような学習者になる機会を与える最後のチャンスが大学にあるの

ですから、私たち教師はやはりこのことを考えてあげる必要があると思います。主体的であっても協調

性は保てるので、主体性と協調性は二律背反にはなりません。

今申し上げた学びを四つとも同時に実現しようとすることには無理があります。先生が疲れてしまい

ますし、学生も疲れてしまいます。欲張らずに、今回はこれでいこうかなとか、調子がいいからこれいっ

てみようかなとか、そのように選んでいけばいいのではないかと思います。

「教える」熱意は必ずしも奏功しない　－教えない勇気を持つ－
昭和は、熱血先生が一生懸命教えると、その熱意に突き動かされて学生も一生懸命になるということ

が無防備に信じられていた時代だったかもしれません。しかしながら私は教える熱意は必ずしも功を奏

しないのではないかと考えています。
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磁石のN極のほうを真実や真理に対する

意欲・好奇心を表す極だとします。学生は、

これから始まる授業に対して、先生からい

ろいろなことを学んでやろうという気持ち

を携え、知的好奇心のN極を先生に向けて

います。先生は先生で、学生に真実・真理

を教えてやるぞと思って学生にN極を向け

ながら接しようとすると、二つの磁石は反

発しあい、学生の磁石のN極は真実・真理

とは反対の方向へ反転してしまいます。そ

うならないように、学生の知的好奇心の極を、truth の方に向けるためには何が必要かというと、先生

のN極も学生と同じように truth を向いていればよいのです。これは、学生に対してそっぽを向くと

いうことではなくて、我々教師もあなたたち学生と同じように、真実・真理を探求しているのだ、あな

たたちと同じ方向を私も見ているのだよという姿勢を見せるということなのです。「これをしっかりと

理解しなさい」、「このことをきちんと覚えておきなさい」というような授業をすると、学生は、先生が

全部教えてくれるんだ、分からなかったら手取り足取り教えてもらえるのだと思ってしまいます。そう

思った途端に、知的好奇心は減退してしまいます。そうではなくて、先生も私たちと同じく真実・真理

に向かっているのだと、学生が察知できるようなことを示すと、学生の知的好奇心が衰えることはたぶ

んないだろう思うのです。教え過ぎないといいますか、「教えない勇気」を、持つことが大事だと思い

ます。

よい授業とは
授業に関して時々学生に訊くことなのですが、両端に「おもしろい⇔つまらない」を持つ縦軸と、同

じく両端に「わかる⇔わからない」を持つ横軸とをクロスさせて四つの象限を作ります。第 1象限が「面

白くて、わかる」授業、第 2象限が「わからないけれど、面白い」授業、第３象限が「面白くないし、

わからない」授業、第４象限が「面白くないけれど、わかる」授業を表します。さてここでみなさんが

いい授業だと思う順番に象限の数字を並べ替えてみて下さい。フロアの先生に訊いてみましょうか。

参加者１：自分の目から見た、いい授業というのはⅠが１番ですね、２番目が面白いけれどわからない

のⅡです。

三浦先生：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの順番ですね。他に、

自分はそうではないという先生は。

参加者２：違います。

三浦先生：はい、どうぞ。

参加者２：絶対に面白くてわからない、Ⅱ

が１番です。

三浦先生：絶対に。その次はどこに行きま

すか。

参加者２：その次は難しいですね。あとは、

Ⅰですかね。
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三浦先生：Ⅰですか。ありがとうございます。

これは、先生がそれぞれに担当されている科目の性質にも関わってくるので、一概にこれがいい悪い

という話ではないのですが―命の危険に関わることを教えなければならない科目では、面白いとか面白

くないとかを言っている場合ではありませんから―、自分の癖のようなものを知るきっかけになるので

はないかと考えています。

例えば、ある先生はⅠが一番で、Ⅳが二番だと考えているとします。それは、面白さよりも理解を重

視しているということです。Ⅱが一番でⅠが二番手だと考えている先生は理解よりも面白さ、知的好奇

心を刺激することを重視していると考えてよいでしょう。

学生に尋ねてみますと、ほとんどの学生はⅡが大学らしくてよい授業だと考えているようです。ここ

に言う「わからない」というのは、先生が何を言っているのか全くわからない、ということではなくて、

例えば、ここまでは分かった、でもこの先がわからない、ということであり、でも面白いから、そのわ

からないことを知りたいと思う、ということなのですね。学生が大学らしくて面白いという授業は、分

からないことってこんなにあるんだと気がつくことができたり、この先どうなるかわからない、わから

ないから知りたくなる、面白いからよけいに知りたくなる、この辺をどうも学生は望んでいるようです。

さて、学生にライフロングアクティブラーナー（Lifelong…active… learner）としての資質を身に付け

させたいと思うのなら、彼ら彼女たちの中にあるであろう知的好奇心のシーズ（種）を探します。種で

すから水、光、栄養を与えなければなりません。その水や光、栄養分を教師が与えるのがよいのか、そ

れとも自分で水やりをしなさいといったほうがよいのか、どちらなのでしょうか。その辺に関わるお話

をこれからしていきたいと思います。

先ほど、パラダイムシフトで、from…research…to…teaching ではなくて from…teaching…to…learning だと

いうことを申しました。パラダイムシフトについては、みなさん充分ご承知だと思いますが、我々教師

が teaching から解放されるということなのです。教師が teaching から解放される、それはどういうこ

とを意味するのか、まずは「教える」という日本語の意味から考えていきましょう。どの国語辞典を見

ても、二つまたは三つの語義が書いてあります。講談社の日本語大辞典によれば、「教える」という日

本語の語義に相当する英単語は、show と teach と admonish であると書かれています。ここであるこ

とにお気づきの方はいらっしゃいますか。そうです。Educate、education が入っていないのです。日

本語の教えるという言葉には三つの意味があって、それぞれ英語で show、teach、admonish に該当す

るが educate には該当しないということです。教えるという日本語の語源には二説あるのですが、「お

さえる」を語源とする説が有力です。他方、educate の語源は educe、すなわち「ひきだす」です。「お

さえる」と「ひき出す」はイコールではありませんから、この辞書の説明は正しいのです。我々教師が

teaching から解放されるとは、ここに現れていない education、つまり、知的好奇心を刺激してひき出し

てあげるという道に向かって、私たちはもっと力を入れていかなければいけないという気がするわけです。

では、それを teaching の代わりにどのような言葉で示したらよいのでしょうか。それは coaching で

はないかと思います。Coaching といえば、国士舘の皆さんならご存じですよね。例えばアスリートが、

タイムが伸びないのでどうしたらよいですかと訊いてきたときに、腕の角度がちょっと悪いからちょっ

とそれを変えてみようと指導するのは coaching ではありません。尋ねられたら、そのことについてあ

なたならどうしたらいいと思う、と本人に気付かせ、考えさせる、それが coaching です。我々大学の

教師も、何でもかんでも教えるのではなくて、coaching のスタンスで接することが大切なのではない

かと思います。
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How to Teach からの解放
　もう一つ、teaching から learning に変わるということは、How…to…teach（いかに教師が教えるか）

ではなくてHow…to…learn（いかに学生が学ぶか）について考えるということを意味します。ただ今、私は、

How…to…coach について考えてみましょうという提言をしました。実は考えるべきことがもう一つある

のです。それがWhat…to…teach…あるいはWhat…not…to…teach です。つまり「あえて何を教えないか」を

考えるチャンスである、ということなのです。大学の先生は研究者ですから、その分野について、様々

なことを知っています。知っていることをたくさん伝えたい、それを伝えないと怠業をしているような、

そんな昭和の何かに縛られているような気がします。そこから自分自身を解放しなければなりません。

ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、アメリカの大学の哲学の先生が、広口のマヨネーズのビ

ンを持ってきて、ゴルフボールを入れ始めます。やがて、それ以上ゴルフボールが入らなくなります。

このビンはゴルフボールがいっぱいになりましたねと言うと、学生は「うんうん」とうなずきます。そ

の次に先生はビンに砂利を入れ始めます。やがてそれ以上の砂利は入らなくなります。続いて先生はビ

ンに砂を入れ始めます。やがて砂も入らなくなります。ビンが一杯になったねと言ったあと、先生は、

コーヒーを２杯注ぎ込みます。学生は、なんだろうと「きょとん」としています。ここで哲学の先生は

話を始めます。これはあなたたちの大切な時間です、人生と言ってもいいかもしれない、大切な時間です。

大切な時間を満たすのに、砂から入れてはいけません。なぜなら、もっと大切な、重みや大きさのある

ゴルフボールが入らなくなるからです。この話を知ったとき、私たちはもしかすると学生たちに、砂を

与えすぎているかもしれない、そのように感じました。大切で意味のあるゴルフボール、物事を考える

ために必要なフレームワークさえ適切に与えておけば、その隙間を埋めるために必要な砂利や砂は、学

生が自分で探しにいくに違いない。それを、あれもこれも教えておかなくてはと言って砂や砂利を教え

ようとするものだから、彼ら彼女たちの知的好奇心が刺激されないのではないかと思うのです。だから、

あえて「何か」を「教えない」という選択肢を一つ増やしてみてはいかがでしょうかという提案です。

ちなみに先ほどのコーヒー２杯ですが、どんなに忙しくても、友だちとコーヒーを飲む時間くらいは作

れるよねという含意があるのだそうです。素的なお話ですね。

　教師が teaching から解放されることは、学生が教えられる（to…be…taught）ことから解放されるとい

うことでもあります。学生が多く経験しているのは概念学習です。その分野の専門家である教師が持っ

ている知は、断片化されて学生に伝えられます。学生はそのように転移された知を答案用紙の上に正確

に再現するという作業をさせられています。このような作業によって何が学生の身に付くのか、とても

わかりにくいです。それよりも知の構築、知識を構築していくような体験学習の機会を、なんとか学生

に提供することができないだろうか、そのように考えるのです。知の転移と知の構築、学生がアクティ

ブになるのはどちらでしょうか。知の構築は予備知識やレディネスのない学生がゼロから独力でできる

ことではありません。専門家である先生が、専門家になる前、学部生あるいは大学院生の時に自分たち

のボスや先輩を見て追体験したように、初学者である学生にこうやって知識を獲得していくっていうプ

ロセスを体験させてあげるのがよいのではないかと思います。その途次で失敗や挫折を経験するのと、

転移された知を記憶することとは全く異なり意味と価値を持つものです。そういった働きかけを 15 回

のうち何回か、90 分のうち数分でもいいから取り込むだけで、学生の目の輝きは確実に変わってくる

というのは私自身の体験からの提案です。
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アクティブラーナーを育てるために　
－知識獲得モデルの構築－

アクティブラーナーを育てるために、「学

問モデル」という知識獲得モデルを構築し、

PBL を見直すことが必要だと思います。学生

のほとんどは高校を卒業するまでに、問いと

答えがセットになったものを暗記します。「こ

ういう問題が出たらこういうふうに答えろ」

「なんでですか」「理由なんかいいんだ」「こう出たらこう答えるんだ」。問いと答えがパッケージになっ

たカードをたくさん持っていればたくさん持っているほど、テストでの点がよくなり、入試で合格する

確率が高くなるのだよと言って、問いと答えの間には時間と距離があるはずなのに、それを不問にして

パッケージのカードをたくさん持つようにと教師の多くは働きかけます。これは、なんでそうなのとい

う知的好奇心をないがしろにしたものです。人間にとっては、知的好奇心にとっては、極めて不自然で、

勉めて強いなければできない作業なので、私はこれを「勉強モデル」と呼ぶことにしております。

大学でも授業科目の性質によっては勉強モデルでやらなくてはいけないものもあります。身の危険に

関わることとか、ここはもう待ったなしで決断をしないといけないとか、そういうものも確かにありま

すが、多くの科目は先生がご自身の持っている知見、知識、あるいは理論などを、学生たちに説明した

あとで問いを出し、この問いについて考えてみましょう、レポートを書いてきなさい、あるいはテスト

でこれを解きなさい、というように、先生が問いを出して学生が答えを求める、答えを探す、というス

タイルで、学生たちは知識を獲得しています。これを「学習モデル」と呼んでいます。このモデルは「勉

強モデル」よりは良さそうに思われますが、落とし穴があります。それはなんでしょう。

それは「問いとは常に与えられるものである」というスキーマが作られかねないということです。今

どきの若い者は指示をするとすぐやってくれるけれど、指示をしないとなんにもしない、企業関係者か

らよく指摘されることですが、この「指示待ち族」というのは、問い、課題、タスク、仕事というもの

は、待っていれば与えられるものだというスキーマが作られてしまった結果なのかもしれません。

その原因は私たちにあるものと考えなければならないでしょう。学生は問いが与えられるといろいろ

とアプローチを考えたり、よく調べたり、先生が教えてくれたことを思い出しながら問いを解いて答え

を出します。その様子はアクティブな学習をしているように見えますし、辿り着いた答えが先生の求め

ているものであれば、そこに達成感はあるでしょう。しかし、問いが出されないと学生は自ら動き出そ

うとはしないのです。彼ら彼女たちが自ら動き出すように、初年次、大学に入りたての１年生の学生を

対象とした科目のうち、一つか二つほどで、ここに書いてある「学問モデル」をやってみたらいかがで

しょうか。

「学問モデル」というのは「問いを学ぶ」ことを軸にしたモデルで、そこでは問いを自分で見つけて

きます。私はスタディスキルゼミ（課題探究）というタイトルの科目を受け持っていますが、その受講

生たちは私が課題を出すのを待っています。しかし、私が一向に課題を示さないので、しびれを切らし

て「先生、課題は？」と尋ねてきます。「課題は自分で探すんです」と応じると一様に驚きます。まず

自分で問いを立ててみようと促しますが、最初のうちはクイズのような短答式の問題ばかりを出してき

ます。それは問いとして成立しないということが、何回かやりとりをするうちに学生は理解するように

なります。「問い」には問いとして成立する理由があり、構造を持ち、次なる新しい問いを連鎖的に生
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み出す、それこそが問いであるということを、言い換えると「問い」に対するリテラシーを学生に学ん

でほしいと願っているのです。問いを探してみようと促すだけで、学生たちは、時間は少しかかりますが、

やがて問いの何たるかを知り、ついに問いを自分の力で発見します。自分で発見したものは忘れません。

そこで引き合いにだすのが、大森貝塚を発見したモースの話です。モースがたまたま新橋から横浜に

向かう電車に乗った時に、崖を見て、貝がいっぱい詰まっていることに気付き、調べてみたらそれが貝

塚だとわかった。しかし、その貝殻の集まりを、その辺りに住んでいる人は日常的に見ているのに、誰

も何も気が付いてはいなかった、気にも留めていなかった、ということでもあるのです。つまり、身の

回りにあるものに、これはなんだろう、なんでこれはこうなっているのだろうと、常に好奇心を持って

考える習慣がありさえすれば、すぐに問いは見つかる、けれども「ぼーっ」としていたら問いは見つか

らない、さあ身のまわりを探してごらん、学問というのは自分の身のまわりにある身近なものへの疑問

から始まっているんだよという話をすると、学生は一所懸命に問いを探そうとします。探すけれど、短

答式のクイズのような問題を作る学生には、それでは続きがないね、調べておしまいだよねということ

を、ほかの学生が指摘するようになり、「問い」に対する考え方が次第に変わっていきます。

それでも見つかりそうにない時は、欧米の大学が９月始まりである理由を学生に聞きます。私はあな

たたちにそのことを知っているか知らないかを尋ねているのではない、欧米の大学が９月始まりである

理由を知らないとしたら、どうしたらそれを知ることができるのかを考えてほしいのだ、と問いかけま

す。すると少なくとも一、二名の学生が、世界で最初の大学がどうだったのかを調べてみればいいので

はないかと気づきます。原点に返ることが大切だということを身を以て知るチャンスです。世界で最初

の大学、当時、キャンパスも教科書もなかったボローニャ大学には、そこで学びたい若者がヨーロッパ

のほかの国からもやってきます。イタリアに行くためにはアルプスを越えなければなりません。冬にア

ルプスを越えることはできませんから、夏にアルプスを越えます。越えたその先で、下宿先を見つけ、

身のまわりの調度品を整えて、さあ授業を始めるよ、それがちょうど９月頃だったという話です。

では、日本のように９月始まりでない大学があるのはなぜだろうか、原点に返った次は他と比較して

みる、ということを伝えます。これで新しい問いが生まれてきます。この例を示してあげると、ああ、

なるほどねと学生の目が少し輝きを帯び始めます。構造を携えた問いを発見できるようになるにはまだ

時間がかかりますが、そこは待ってあげるのがよいと思います。待ちながらも「問いを発見する」例を

示すなどして、少々手ほどきをしてあげるといいのではないかと思います。これが「学問モデル」です。

次に PBL（Problem-Based…Learning）についてお話しします。教師が一所懸命プロブレムを作り、

このプロブレムをみんなで解きましょうというのが PBL だと思っている教師がけっこう多いのですが、

なるほど教師にとって、それは間違いなく problem-based…となっています。ところが学生はプロブレ

ムを与えられているので、やることといえば inquire です。つまり教師にとっては PBL であっても、学

生にとっては IBL（Inquiring-Based…Learning）になってしまうのです。学生にとって真の意味で PBL

を実現するためには、プロブレムを自分で探してらっしゃいという学問モデル的なスタンスで接する必

要があります。とはいいながら、科目の内容、性質によっては、このプロブレムを解くことにこそ意味

があるというものもあるでしょうから、そのような場合には、これがプロブレムだと示すのではなくて、

シナリオを作って、シナリオの文脈の中でプロブレムを見え隠れするように上手に配置するのがよいで

しょう。これが問題ですと明示するのではなく、流し読みをしただけでは気が付かないけれど、この中

に問題が隠れているよ、探してごらん、というようなスタンスで接すると、こちらも student…centered…

PBL として展開することが可能になると思います。

続いては「学生と作る授業・学生が作る授業・学生が支える授業」です。学生と作る授業、これは以
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前に学生参画型とか学生参加型授業として一時期もてはやされたことがあります。しかしながら、授業

というのは元来、学生と先生の双方で作るものなので、「学生と作る授業」とは、実は何も新しいこと

は言っていないのだと思います。

「学生が作る授業」、これには二つあります。15 回のうちの１回または複数回、90 分のうちの何分かを、

この科目だったらこういう形の授業がいいなとか、こういうトピックスに特化した授業があったらいい

なというリクエストを学生から募り、それを学生に作らせ、あなたが先生になって授業をしてみましょ

うと働きかけます。学生は喜んでやります。

もう一つは 90 分の授業を 15 回分、学生が作るものです。関西大学には科目提案委員会があり、ここ

に学生委員が所属しています。その学生委員が科目を提案します。シラバスも学生が書きます。とはい

え学生にはシラバスライティングのリテラシーがないので、十分なものはなかなかできません。そこは

大人のふりかけをかけて、親委員会を通るようにしてあげます。この学生提案科目を開講するのは最長

２年で、期限がきたらスクラップアンドビルドします。

手前味噌になりますが、去年立ち上げた「恋する学問」という科目がとある会社主催のコンテストに

参加して１位を取ってきました。この科目では授業内容を全て学生が考案し、毎回の授業も学生が運営

します。僕がアドバイスしたのは、第一回目の授業でこの科目の全容について話しすぎてはだめだ、と

いうことだけです。自分たちが作った科目なので、学生はついつい思いの丈をいっぺんに口に出してし

まうのです。恋する時に、私はこんな人ですって最初に全部言わないでしょう、小出しにして相手の気

持ちを引き付けようとするでしょう、それと同じで、「恋する学問」ってこういう経緯で出来上がり、

こんな狙いがあるのだということを、１回目で全部言っちゃったらダメだよ、そう伝えただけで、以降

は何も言いませんでした。学生委員は３人いましたが、授業のある日は朝 7時半に集まって打ち合わせ

をし、授業後はリフレクションを欠かすことなく、次の授業内容についても真剣に話し合い、とてもい

い授業を作ってくれました。おかげで第１位というおまけも付いてきました。

ラーニングアシスタントのように学生が学習を支援するアシスタントをつとめるのは最近の傾向で

す。関西大学ではラーニングアシスタントが活躍しています。教師と学生の間に学生のアシスタントが

いるだけで、受講生の傾聴の姿勢が違ってきます。歳の近い学生が言うことには素直に反応するのです。

身近に自分と同じ学生がアシスタントとしているというだけで、ずいぶんと学生の姿勢がアクティブに

なると感じています。

何度も繰り返しますが、こういったことをすべての科目でやる必要はありません。できることなら初

年次学生向けの科目のいくつかで、しかも毎回 90 分、15 回全ての授業回でやる必要もありません。15

回のうちの数回、90 分のうちの何割かで、今、ご提案申し上げたことを試してみてはいかがでしょうか。

そうすると学生は自分で問いの種子を発見し、それを構築して「問い」にまで育て、次は自分でたてた

問いに対してどのようなアプローチをかければ答えにたどり着けるのか、知の構築体験をすることにな

るので、間違いなくアクティブになる、私は自分の実践の中でそのことを実感しています。

さきほど、概念学習に対して体験学習をする必要があることをお話ししました。もう一つ、学生が高

校を卒業するまでに身に着けた習慣を見直す必要があると思います。それは競争的学習です。それは獲

得した知識の多寡を競うもので、その学習を主導するのは教師であり、誰かと共同して学ぶのではなく、

あくまでも個人で学ぶ、それが競争的学習です。これに対するものが協同的な学習です。それを協同学

習と協調的学習の二つにわけます。そのうちの協同学習というのは、教師が出したテーマについて学生

がグループで取り組むものです。そこでは教師が用意した正解にたどり着くような知識を獲得すること

がメインになってくるので、教師として留意すべきは、正解にたどり着くためのアプローチの多様性や



14

グループの中で出てくる意見の多様性に気付き、それを重んじるように促すことだと思います。

協調的学習とは、学生がグループワークを進めながら問いの種子を発掘し、構造や成立基盤に留意し

ながらそれを問いまで育てたうえで、多様なアプローチを試みながらメンバーの協調を重んじながら答

えを見つけていく・創っていくというものです。今までにお話してきた学問モデル、student…centered…

PBL を、LAがサポートするかたちで展開しています。ここにアクティブ・ラーニングの一つのかたち

があるのではないかと、私は自身の経験から考えています。お試しいただければと思います。

Enabler
この話はご存知の方もいらっしゃるかもしれません。アルコール依存症の夫は来る日も来る日も酒を

飲んでいて仕事をしません。それでは生活がたちゆかないので、奥さんが働きに出ます。専業主婦がフ

ルタイムの仕事に就くことはほぼ不可能ですから、例えば早朝に魚河岸に行き、その後には新聞を配達、

朝食を済ませたあとはチラシを配布し、それが終わるとスーパーのレジ打ちをする、それでようやく生

活が最低限の水準ですが成り立っています。もちろん奥さんは小遣いを渡さないようにしています。

ところが、例えば町内の自治会の役員が会費の集金に来たときに、細かい持ち合わせがないためにも

らったお釣りを玄関先に置いてしまうようなことがあるとします。旦那さんは少額ではあるけれど、そ

のお釣りを持って酒屋に行き、ワンカップ○○を買って飲んでしまう、そんなお話です。さて、この話

では何が悪いのでしょうか。学生にこの話をすると、それは旦那が悪いから離婚すればいいという話に

なります。

回答者３：奥さんは働いてがんばりすぎちゃう。

今、ご指摘があったように、奥さんがいけないのですね。ここで解決すべき問題は旦那のアルコール

依存症なのですが、全然治そうとしていないですね。自分がアルコール依存症を治さなくても生活が成

り立っているから、治さなくてはいけないというドライブがかかりません。このように克服しなければ

ならない問題を克服しないでいることを可能にする存在をイネイブラー（Enabler）と呼びます。私た

ち教師にとって、学生たちがアクティブラーナーにならないことを可能にしているのは、誰かと考える

視点が必要なのです。

何か問題があった時に、その問題をどうしたら好転させることができるかを考えるに際して、問題の

渦中にいる人が変われば事態が良くなると考えるのか、自分が変われば事態が好転するのか、その分岐

点になる考え方ですね。

Inside-Out という発想
それがインサイドアウトという考えです。ある事柄の原因が自分にあるのではないかと考えてみま

しょう。学生が全然勉強をしない、アクティブに学ぼうとしない、それは学生に学習意欲がないから、

いや学生たちがアクティブに学ばないでいることを可能にしている原因が自分にあるのではないか、そ

のように考えてみると、それまで気が付くことのなかった解決策が浮かんでくるはずです。

学生には何から何までを教えるのではなく、敢えて何かを意図的に教えない勇気を持とう、学生に課

題を自ら探すように促そう、探せないでいても、それを学生のせいにするのではなく、自らの促し方に

問題があるのではないかと考えてみよう、今までお話ししてきたことをかいつまんでつなげてみると、

このような話になるかと思います。なんだか分に合わないような気がする、そのようにお感じになった

方もいらっしゃるかもしれません。しかしパラダイムシフトを大学をよりよい場にするための契機とし

て捉えるのなら、教師のミッションを見直す必要があるのだと思います。
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グループワーク
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Grouping の注意点

ただ今からグループワークのワークショップをしたいと思います。グループワークをするためには、

グループを作らないといけません。グルーピングはグループワークの大切な第一歩です。グルーピング

のやり方次第で、学生がアクティブになるスイッチが早くオンになったり、逆にしばらくの時を待たな

ければならなくなったりと、明暗が分かれることがあります。学籍番号や誕生月日などの数字情報をも

とに、あるいは座席の位置などに基づいてグループ編成を行う教師がいますが、学生がより早く、主体

的にグループワークにかかわることを望むのなら、どのような情報に基づいたグルーピングをすると学

生がアクティブに動けるようになるのかを勘案し、工夫を凝らしたデザインするのがよいと思います。

グループのメンバー構成については、これを教師が考案する方法と、学生の意思を尊重し、学生に決

めてもらう方法の２通りが考えられます。学生がお互いをよく知らない場合、あるいは教師しか知り得

ない情報に基づく場合には、その編成は教師が考えざるを得ませんが、その際、メンバー構成を学生に

伝えるだけでは、学生はなかなかアクティブになれないと心得ておきましょう。

グループ編成においては、グループ間に構成メンバーの性別や所属学部もしくは学科、在籍学年、当

該教師が担当する他の科目の履修の有無などに関して偏りがないように配慮したほうがよいでしょう。

ここに偏りがあると、小さいながらも不平や不満の原因となりかねませんし、メンバー相互の面識の有

無の差がグループ間に生じることもあるからです。もっとも当該科目の受講生が全員同じ学部・学科の

同年次学生であったり、全員が女子学生であったりするような場合には、それぞれの状況に応じて勘案

すべき項目を加減します。このほか、ワークの内容によっては、学生のコミュニケーション力やメンタ

リティなどに濃淡の差が出ないように、教師がメンバー編成に十分な配慮をする必要が生まれます。第

１回目の授業からグループワークを導入するのでなければ、授業中の学生の様子をつぶさに観察して、

効果的なワークを展開できるようにメンバーの構成を考えておくのもよいでしょう。

グループ編成については、上記のような配慮をすることは必要ですが、十分ではありません。いかに

数多くの要素に留意して編成を考案したとしても、それを一方的に告げられた・与えられたと感じたと

したら、学生は「やらされている」感じ、「先生の思惑通りに動かされている」印象を抱いてしまいか

ねないからです。これを回避するために、自分が所属するグループの他のメンバーを学生が自分自身で

探し当てるという方法を用いると学生は自ずとアクティブになり、クラスの雰囲気は盛り上がります。

あらかじめ教師が考えておいたメンバー構成を別の形の情報に変換して伝え、学生がその謎を解くこ

とによって同じグループのメンバーと出会えるという細工を施します。このような謎解きに学生はグ

ループワークの難しさと楽しさを予感します。その「謎」のつくり方をいくつか紹介しましょう。

汎用性の高い謎解きとして 4桁の数字を

記したカードを用いると、学生は苦戦しな

がらも、なんとか正解にたどり着こうとア

クティブになります。

カードには相互に異なる 4桁の数字を記

します。それは一つの法則によって支配

されており、その法則を発見すれば必ずグ

ループが編成されるようになっていること

を学生に伝えます。この法則には幾通りか

を考えることができますが、「３の剰余系」
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を用いると計算が容易ですし、謎が解けた時の達成感は大きいようです。例えば「4444」「1234」「7777」

「3535」は 3 で割ると 1余る数字ですから、この種のカードを持ったメンバーが一つのグループを構成

することになります。同じように 3で割り切れる数字群、3で割ると 2余る数字群を用意します。同じ

群に属する数字を 1グループ当たりのメンバー分だけ用意しておけば、クラス全体を三つのグループに

分けることができます。さらに多くのグループが必要な場合には、数字の色、もしくはカードの下地の

色を変え、3の剰余系という法則にしたがった 4桁の数字群を作ります。受講生 48 人のクラスに 4人

編成のグループを 12 班作る場合、一つの色で余りが 0から 2 まで都合 3種類の剰余系を網羅し、それ

ぞれの系に 4種類の数字を用意します。これを 4色分作成すればよいのです。

構成メンバーの属性を勘案する必要がない場合には、用意したカードをランダムに配ります。その必

要がある場合には、あらかじめどの学生にどのカードを渡すのかを決めておきます。そのときには間違

いがないようにカードに学生の氏名を書いたり、印字しておいたりするのがよいでしょう。

授業でグルーピングを始める前に名前を呼んで、受講生一人に１葉ずつ 4桁の数字が書かれたカード

を配付します。その後、「あなたたちが手にしているカードに書かれている 4桁の数字は、たった一つ

の法則のもとにあります。その法則を発見すれば、4人ずつのグループが 12 班できます。さぁ、グルー

プメンバーを探し当てましょう」とグルーピングのスタートを宣言します。それ以上の指示は出さない

し、質問にも一切応じないようにします。

カードを渡された学生は、自分や周囲のカード数枚を見るだけでは法則性を発見できないことに気づ

き、全体を把握しようとします。毎期のことですが、必ず一人ないしは複数の学生が全員のカード情報

を集めようと声を上げます。それに応じて、その情報を黒板（白板）に書き留める学生が現れます。そ

うやって書き出された数字、もしくは全体を俯瞰できるように並べられたカードを見ながら、受講生は

法則を発見しようと知恵を絞ります。ここで何種類かの色が使われていること、色別のカード枚数が同

じであることに気づき、色別に分かれて考えてみよう、それが間違っていたら元に戻って考え直そうと

の提案がなされます。このようにリーダーシップを発揮する学生、それをサポートする学生、そのよう

な役割分担が自然に生まれ、この環境のもとで全員が協力して思考を開始します。このようにグループ

ワークを展開していくうえで必要となることがらへの気づきが学生自らによってなされているというこ

とに意味と価値があります。すなわち、全体を把握すること、そのために全員で情報を共有し、それを

記録するために自主的に協力すること、然る後に知恵を出し合うこと、これがグループワークの展開に

は不可欠なのですが、そのことに教師が言及しないのに学生自らが気づき、自然に実践するのです。そ

のことは無事に全グループが結成された後で評価し、賛辞を学生に伝えるのがよいでしょう。

さて、カードの色別に集まった学生は、別の色の集まりに後れを取らないようにと、一心不乱に謎を

解こうとします。これまでの経験では、長くても 20 分あればつつがなくグループが結成されています。

進展に不安がある場合にのみ、「法則を発見するためには何が必要でしょうか」「数字を２組に分ける場

合に、最初、どんなことを考えますか」というような問いかけをするのがよいかもしれません。この方

法のアドヴァンテージは、先に述べたようにグループワークの何たるかを教師が語らずとも受講生がそ

れを自然に発見することに加え、あらかじめ教師が用意した編成であっても自らが「法則性」を発見し

てグループメンバーと出逢えたと感得できるアドベンチャー的な要素があること、したがって初対面の

メンバーであっても全員が揃って着席するときには、グループとしての一体感がそこに予感されている

ことにあります。このようなゲーミフィケーション（gamification）の効果はかなり大きいようです。

数字ではなく文字を使ったグルーピングも可能です。例えば４人編成のグループを作るのなら四字熟

語を利用するのが、準備も簡単でよいでしょう。けれども単純な四字熟語では簡単にグループ編成がな
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されてしまうので、ちょっとした仕掛けをしておくのがよいかもしれません。たとえば「右顧左眄」「上

位下達」「前後不覚」の四字熟語を一文字ずつ切り離してカードとして配付すると、組み合わせとして

設定されていない「前後左右」あるいは「上下左右」を作ることができますが、これをつくってしまう

と、他に熟語ができなくなってしまいます。自分たちの所属するグループだけができても、そのことに

よって他のグループが編成されなければ、その組み合わせが間違いであると知ることになります。スモー

ルサイズのクラスならば、さらに難度の高い方法を試してみるのもよいかもしれません。たとえば一人

に２枚ずつカードを手渡すのですが、そのうちの一枚には四字熟語を構成する文字を記し、残りの１枚

には熟語を構成しない文字を記しておくのです。四字熟語を知っていれば簡単に解けてしまう問題です

が、ここに不確定の要素を加えることによって謎解きは格段に面白くなります。

ということを説明した上で、今日は皆さまにこれとは違ったかたちのグルーピングを体験していただ

きたいと思います。お手数ですが、ここに一列になって、一人ずつこちらへ来ていただきます。皆さま

の背中にカードを貼らせていただきます。カードを貼られた人は、ほかの人に自分の背中を見られない

ようにこちらに移動して、このスペースの外側を山手線のようにぐるりと巻くようなかたちになってい

ただきます。

（背中にカードを貼りつける）

今、皆さまの背中には、文字が書かれたカードが貼られています。このカードは、６人ずつのグルー

プを七つ作るために作りました。守っていただくべきルールの説明をします。まず、自分の背中に貼っ

てあるカードに書かれている内容を知りたい人は、人に質問していいのですが、同じ人には１回しか質

問してはいけません。質問する内容は、相手がイエスかノーかで答えられる質問でなければいけません。

背中に何と書いてあるか聞いてはいけません。守るべきルールはこれだけです。さあ始めましょう。

お疲れさまでした。みなさん体温が上がったことでしょう。室温も間違いなく高くなりました。さて

学生だと、このグルーピングは５分で出来てしまいます。何故５分で出来るかというと、学生は自分の

背中に書いてある情報を知ることを後回しにして、この人とこの人とこの人が一緒の仲間だよと教えて

あげることを優先するからです。皆さんは自分の背中に書いてある情報を知ることを優先してしまいま

した（笑）。

このほかにもいろいろとグループ分けの方法があります。図形を用いるのも面白いと思います。

図形を 1グループの構成メンバー数のパーツに切り分け、１パーツごとに異なる配色を施します。た

だし、用いる色の種類は図形の別を問わず、同じものにしておきます。ここでは１グループのメンバー



19

を５人にする場合について説明しましょう。　

どの図形にも同じ５色を用います。またパーツの裏面には１から５の数字を記しますが、色と数字は

必ずしもペアにはならないようにします。学生には五つのパーツをつなぎ合わせてできる図形の完成図

のシルエットだけを示しておきます。学生は色が重ならないように注意してパーツを選びますが、その

際、裏面も見て、同じ数字が重なっていないことを確認します。シルエットを参照しながらパーツの特

徴的な部分に注目し、数字や色が重ならないように注意すれば、図形を完成させるのは、さほど難しく

はないようです。グルーピングに用いる図形は、作った後、ラミネート加工を施しておけば、半永久的

に使えるので重宝します。

グループワークを始める前に
さあ、今、グループができています。さきほどのグルーピングでたどり着いたメンバーですよね。グ

ループを作ったら、最初は自己紹介をしますが、自己を紹介したことの意味があるようにルールを作っ

ておきます。

ここではグループメンバーの名前を覚え、グループネームを考えるきっかけも得られる方法を説明し

ます。学生の中に自己紹介を不得手とする者は必ずいますし、一通りの自己紹介が終わった後にメンバー

の名前を尋ねても答えられないということもよくあります。しかし、それは自己紹介において伝えるべ

きことを設定していないためであり、名前を覚える作業に集中できていないためでもあります。名前を

確実に記憶する方法には幾通りかが考えられますが、筆者の経験から最も記憶が鮮明となる方法を紹介

します。

1グループ 4人編成の場合、横並びに座った二人 2組が対面するデスクにおいて、まずは隣同士で自

己紹介をします。その際、相手が自分の名前を漢字で書けるように説明します。例えば「みうらまこと

です。三寒四温の三に、津々浦々の浦、真実一路の真に琴奨菊の琴です」というように。その上で、最

近の一週間で体験した嬉しいことを一つ言い添えるようにします。自己紹介の間、メモを取ることは禁

じ、記憶に専念することを周知しておきます。隣同士で自己紹介を終えたら、続いては対面で自己紹介（正

確には他己紹介）をします。最初の話者は自分ではなく隣に座っているメンバーの情報を対面の二人に

伝えます。同じ事を繰り返します。

ここまでの作業でグループメンバーは確実に他のメンバーの名前と一週間で印象的だった出来事を記

憶しています。ここでグループネームの作成をもちかけます。メンバー構成に配慮した場合にはグルー

プに共通点が少なくなるように編成してあるので、グループネームのきっかけは「一週間で印象に残っ

ていること」ならびにそこからひろがる会話の裾野にあります。その会話の中に接ぎ穂を見出しながら、

受講生たちは自らの所属するグループの名

前を生み出そうと考えます。なおグループ

ネームを決定するに当たって、その理由を

他のグループにもアナウンスすると伝えて

おくと、学生は愛着を感じられるネームを

創案するようです。

グループ名を記したネームカードは、こ

れを教師が作る場合はグループワーク初回

の授業後の作成となります。次回の授業

時、教室に入ってきた受講生は前回の授業
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でグループを結成したその場所にグループ

ネームの記された三角柱のあることに気づ

き、驚き、やがて笑顔になります。しかし

ながら、グループワーク初回の授業時に、

自分たちでネームプレートを手作りした方

が（そして、そこに様々な情報を盛り込ん

だ方が）どうやら愛着が強く湧くようです。

次の週もグループワークをするのであれ

ば、来週も同じ場所に同じメンバーで座っ

てねと伝え、そこにグループネームを書い

た三角柱を置いておきます。そうすると、彼ら彼女たちは、クラスというよりはグループに対して帰属

意識を持つようになっていきます。

さて、ただいまはグループとしてのかたちができて、名前も覚え、グループネームも決まった、とい

うところです。では、これから「課題をみんなで見つけよう」と学生たちにグループワークを始めるよ

うに促せばよいのかというと、そうではありません。グループワークを進める上で必要なことは、いく

つかありますが、それを口頭で説明しても、学生には伝わりません。大切なことがどんなことかを体験

してもらうようにしています。今から皆さんにも同じ体験をしていただきます。机の上に白紙がありま

すね。お一人１枚ずつお取りください。

認知差の体験
私が今から言うことをよく聞いてください。今から私の指示通りにしていただきます。お手元の白紙

には図形を描いて頂きますが、自分が描いたものを、ほかの人に見られないように注意してくださいね。

見ないように、見られないようにしてください。

まず、その紙の中央に、四角形を描いてください。描き終えたら裏返しにしてください。次に、その

上下に円をバランスよく三つ描いてください。質問は受け付けません。できましたか、皆さん。グルー

プのメンバー全員が描けたら、それぞれ真ん中に出して、みんなが見えるように、それぞれが描いたも

のを見せ合いましょう。

いかがでしょうか。同じ絵を描いた人ばかりでしたか。メンバー全員が異なる絵を描いていましたか。

少し訊いてみましょうか。まず、四角形を描くにあたって、紙の中央をだすために、紙を四つ折りにし

た人はいますか。いましたね。お二方いましたね。では、正方形を描いた人、平行四辺形を描いた人、

ひし形、台形、長方形、いずれも該当しな

い四角形。大きい四角形を描いた人。小さ

い四角形を描いた人。たくさんいらっしゃ

います。

それでは、その四角形と同じ側に円を描

いた人。その上下の「その」を、四角形ととっ

たか、紙ととったかですね。円を上に一つ、

下に二つ描いた人。縦に円を並べた人。四

角形と同じ側に描いた人に聞きますが、四

角形の内側に円を描いた人。お一人。面白
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いですね。四角形を描いてください、円を三つ描いてくださいという、極めてシンプルな指示なのに描

かれる絵がこんなに違うんです。これが認知に違いがある、認知差があるということです。

グループワークの練習
グループワークをやると、ある事柄に対しメンバーの間で違う意見が出てくるのは当然です。無理に

意見を揃えようとせずに、意見の違いを受け容れていくようにしよう、ということが、この簡単至極な

ワークによって認知差の存在を体験しておけば、すっと頭というよりは、身体の中に入ってくるのです。

では、認知差体験をしておけばグループワークをつつがなく始められるかというと、まだ機は熟してい

ないと考えなければなりません。それを克服するために、グループワークの疑似体験をしておくのがよ

いでしょう。

例えば「私は犬です」という日本語を可能な限り多くの英語に直そうという問題をみんなで考えてみ

ようと持ちかけます。さあ、みなさんもやってみましょうか。どのグループがたくさん作れるでしょう

か（といって煽るわけです）。

そろそろ、よろしいでしょうか。では、私の質問に、「猫です」とお答えください。あなたの好きな

動物はなんですか。

参加者４：猫です。

「そうですか、私は犬です」。私は犬です、と言いましたが、これは英語なら I…like…a…dog. ですね。では

私からの質問に今度は「牛」とお答えください。今日の晩御飯は何をお召し上がりでしたか。

参加者５：牛です。

「私は犬です」。というように、文脈を設定すればいくらでも作文をすることができるわけです。これ

もグループワークをするのには必要な気づきです。字面にだけとらわれていると気がつかないことでも、

そこに文脈を読み取ることができると、次々と新しい発見ができるようになる、そのことを体感しても

らうのに、これまた簡単至極で面白いワークだと思います。さて、続いては空欄を埋める問題です。こ

れは名言・金言などの一部を空欄にし、それを埋めるのにどんな言葉がよいのだろうと考えてもらうも

のです。名言・金言は一つですが、文章を成立させる言葉は無数にあるので、正解は、あってないよう

なものです。

「涙には○○が必要である」、これはも

ともと宇宙飛行士が遺した言葉で、「重

力」が必要だというのが原典です。「山は

富士　海は□　□は□」、こちらについて

はご存知の方もいらっしゃるかもしれませ

んが、元は別府温泉を拓いた油屋熊八が遺

した言葉で、「山は富士、海は瀬戸内、湯

は別府」という言葉です。このキャッチコ

ピーの複数箇所を伏せ字にして何か面白い
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キャッチを作ってみよう、そんな風に持ち

かけます。メンバーが６人いれば六つの面

白いアイデアが出て来ます。その中から秀

逸なのを一つ選ぼう、それをグループごと

に発表しよう、というようにささやかなコ

ンテスト形式にします。グループワークで

は、いくつかアイデアが出ても最後に一つ

に絞らなくてはいけない場合がしばしばあ

りますが、どうやってそれを選ぶのか、そ

の疑似体験しておくとよいと思います。

グループワークの価値の体験
　今度は、グループワークをやることにどんな価値があるのかということを体感できる面白いワークを

体験していただきます。もしかしたらご存知の方がいらっしゃるかもしれません。「砂漠で遭難した時

にどうするか」というワークをご存知の方はご静観していてください。このワークに必要なものは皆さ

んのお手元にこれからお配りします。

　みなさんは、砂漠で遭難します。乗っていた飛行機が操縦不能になって砂漠に不時着しました。飛行

機が炎上する前に飛行機の中からやっとのことで持ち出したアイテムがあります。そのアイテムに優先

順位をつけるというワークをしていただきますが、まずパーソナルワーク、つまり個人で優先順位を決

めてください。同点はなしです。みんなで話し合う時の資料にするために、その理由は何か、簡単なメ

モでけっこうなので、残しておいてください。皆さんは砂漠にいるので、あまりゆっくり考えている時

間はありません。よろしいでしょうか。では急いで考えてみてください。

　グループメンバー全員が、自分の順位を決定したということが確認できたグループは、２枚目の「グ

ループによる決定のための準備」というシートに、メンバーが決めた順位をすべて書いていきます。矢

印の下の列にそれぞれ数字を記載をして、全員が全員のつけた順位を把握できるような一覧表を作成し

てください。

　全員が付けた順位を書き終えたら、今度はグループで優先順位の決定をしてもらいます。多数決をし

てはいけません。必ず話し合いで、皆が納得した上で、順位を決定します。決定したら、シートの右側

にあるグループ決定欄に数字を記入します。のちほどNASAが発表した妥当解を申し上げます。シー

トにある「誤差」とはその妥当解との差のことです。

　個人決定の順位と妥当解との差の絶対値

を合算します。続いてグループ決定の順位

と妥当解との差の絶対値を合算します。多

くの場合、グループ決定の誤差の方が個人

決定より小さくなります。個人で判断する

よりもグループで話し合った方がよりよい

結果が得られるのだということを体感する

ことができるわけです。しかしながら、そ

うはならないグループやメンバーもいま

す。その場合には―その場合というのは、
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個人決定の方が誤差が小さかった場合です

が―話し合いの時に自分の意見をきちんと

伝えようとしましたか、あなたの考えが活

かされていたらメンバーの命が助かったの

ですよ、これからは臆さずに自分の意見を

メンバーに伝えるようにしましょう、とい

うようなアドバイスをしてあげればよいの

です。

　このほかにもグループワークに必要なこ

とを体験し、理解することを助けるワーク

があります。それが「クロスロードゲーム」です。クロスロードゲームは阪神淡路大震災をきっかけに、

適切な判断、意思決定をするための防災用のゲームとして開発されたものです。かなり高額のゲームで

すが、そのコンセプトを理解いただければ、いろいろな科目で活用することができると思います。

　グループワークを進める上で、何かを判断する時に選択肢をどれだけ増やすことができるか、これも

重要なことです。選択肢をどれほど増やすことができるかが、グループワークを充実したものにする一

つの分岐点、クロスロードになるので、もしよかったらご活用ください。もちろん先生方には擬似的に

体験していただこうと思います。

　皆さまのお手元に３枚１組になったワークシートがあります。問題番号（♯）がふってあり、あなた

の役割・立場がどういうものであり、いまどういう状況に置かれているかということがそのシートに書

かれています。授業でやる時は先生が読み上げるか、問題状況の印字されたものを配ってもいいと思い

ます。

自分の立場・役割と置かれた状況を理解した上で、ワークシートに書かれている課題について「イエ

ス」か「ノー」いずれかの判断をします。イエスカードとノーカードのどちらかを伏せて机の中央に置

きます。それを誰かのかけ声のもと、一斉に表を向けて、イエスという判断をした人が何人いて、ノー

という判断をしたメンバーが何人いるか、まずはそれを記録します。

その次にやることは、イエスの人はイエスだと判断した理由を言います。同じイエスという判断でも

その理由が違うかもしれないので、イエスを選んだ人が一人言ったらおしまい、ノーについても一人言っ

たらおしまいにするのではなくて、必ず全員が理由を述べます。続いて、イエスという判断にはどんな

問題点が考えられるのか、イエスにした人もノーにした人も一緒に考えます。同じようにノーの問題点

についても全員で考えることにします。

それでは、１回やってみましょう。「あなたは自治体の職員です」。

「災害が発生してから数時間が経過しています。避難所である公民館には 300 人が避難していること

が確認できています。そこに食料が運搬されてきました。ただし食料は 200 人分しかありません。この

時あなたは、食料を避難している人たちに配りますか。イエス　オア　ノー」。

ここからはクロスロードゲームのルールに則って、イエスとノーの数をカウントし、イエスの理由、

ノーの理由を一人ずつ発表し、イエスの問題点、ノーの問題点をみんなで考えていきます。

（グループワーク）

はい、皆さまお疲れさまでした。グループをまわってお話をしてきましたけれども、これは実際にあ

りそうで、実はない話ですね。地震が起こりましたとか洪水が起こりましたという状況設定をしていな

いと、問題としてイエスかノーか判断できません。ありそうだけれど実はない、というのをわざと問題
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にして、最初に申し上げた認知差というのをみんなで確認し合いながら、メンバーのそれぞれがこれを

なんの災害だと考えているのかを確かめ合っていく、それによって選択肢を増やしていく。それぞれの

グループでお話し申し上げたことですけれども、グループワークをする上で、これ１本だ、これに決め

たと突っ走ってしまったらだめなのです。そうならないために、それぞれの場合に応じて適切な判断が

できるように選択肢をあらかじめたくさん用意しておくということを体感してもらうために有効なワー

クを体験できるクロスロードゲームをご紹介しました。これはそれぞれの科目の性質に応じて、モラル

ジレンマとか答えの出にくいようなものを置き換えて、学生に体験してもらってもいいかもしれません。

人の話を聴いているようで聴いていない事例
もっと早い段階でお伝えすればよかったのですが、グループワークをする上で、コミュニケーション

力が間違いなく必要なだということは、どなたもご理解されていると思います。しかし、実際は、人の

話を聞いているようで聞いていないものなのです。ということを最後に笑いながら体感していただきた

いと思います。アフリカのクイズを出します。原典はスワヒリ語です。アフリカに観光旅行に行くと、

現地のガイドさんが喜んで観光客に出す問題です。よろしいでしょうか。

　冷蔵庫に象を入れるための三つの条件はなんでしょう。

参加者６：はい。まず冷蔵庫を買うこと。２番目に象を刻んであること。

三浦先生：象を刻むんですか。ワシントン条約に…

参加者６：生きてる象っていう設定はないですよね。象であればなんでもいいんだから。

三浦先生：…３番目はどうでしょうか。

参加者７：電源。（会場から回答）

　では、問題を変えます。炎色反応ってみなさんわかりますよね。物質を燃やす時の炎が何色になるか、

それを調べるための実験です。ナトリウムが燃えたら炎が何色になるかご存知ですよね。花火を見る時

に、化学を専攻した学生と一緒だとうるさいです。マグネシウムだ、リチウムだってうるさいです。物

理を専攻している学生は静かなのですが、時間がかかるんですね。光ってから音が鳴るまで何秒とか。

それは置いといて、ナトリウムの炎色反応を見るために必要な三つの条件はなんですか。

参加者６：目が見えること。

三浦先生：おお。そもそも論になってきました。ナトリウム炎色反応を知るために、つまりはナトリウ

ムを燃やしたら何色になるかを知るために

は、必要な条件が三つありますけれど、な

んでしょう。

参加者８：ナトリウムであること。炎があ

ること。目玉があること。

　ここにナトリウムがあって、ここに目玉

があって、それでナトリウムの炎色反応を

確かめることができるでしょうか。正解は

こうです。
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１．ガスバーナーの元栓を開ける。

２．マッチで火をつける。

３．ナトリウムを燃やす、です。ナトリウムの炎色反応を見るのですから。

　では先ほどの問題に戻りましょう。冷蔵庫に象を入れるための三つの条件。もう一度チャンスを皆さ

まに差し上げます。

　１．扉を開ける。２．象を入れる。３．扉を閉める。正解です。この話には続きがあります。では冷

蔵庫にキリンを入れるための四つの条件は何でしょう。「首を折る」は、なしです。

　「ドアを開ける」、「キリンを入れる」、「ドアを閉める」の三つについては皆さん学習しました。残る

一つが何で、何番目に入るか、ですね

参加者９：象を出す。

　「おお、すばらしい」。あなたはすぐにスワヒリ語圏へ行けます。さて、この話には続きがあります。

百獣の王ライオンが、群れの仲間に我が元へ集まれと号令をかけました。来なかった動物がいます。そ

れはだれでしょう。（会場から回答）残念。人の話を聞いていませんでしたね。キリンです。冷蔵庫の

中にいますから。さて、この話には続きがあります。目の前に川があります。ジャンプして飛び越えら

れる幅ではありません。泳いで渡れるくらいの幅です。ボートはないし、ターザンが使うような蔓科の

植物もありません。泳いで渡ればいいのですが、人食いワニがいます。さてどうやって渡ったらいいで

しょうか。そうそう橋もありません。（会場から回答）

　泳いで渡ればいいのです。ワニは、ライオンのところに行っていますから。ほら、人の話を聞いてい

ないでしょう。というように、人の話は聞いているようで聞いていないということを絶えず確認をしな

がらグループワークをしましょうということを、クイズを使って伝えるのも面白いかと思います。

　そのほか、グループワークを始めるにあたって、グループごとにグループルールを決めようと働きか

けるのもいいかもしれません。グループワークを終わるころにこんなグループ、こんなチームになって

いたいということを記事にした「未来新聞」のようなものを作ってみようと働きかけてみるのもいいか

もしれません。

　ルーブリックもうまく活用するとリフレクションの素材になります。元々は課題の達成度を確認する

ためのもの、どちらかというと教師が学生を評価するためのものですが、この授業が終わるまでに自分

はどのようなことができるようになっていたいか、そのことについて考え、それを達成した状態を描い

てもらいます。それが目標になります。教師が用意した目標ではなく、学生の手作りによるものなので、

他人事ではなく、我が事として学生は自分の言動を振り返るようになります。

　他にも使えそうなワークの用意がいくつかございますので、ご入用の方は今から申し上げるメールア

ドレスにメールをいただければ、ご返信したいと思います。（makoto@kansai-u.ac.jp）

　特に質問がなければ、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。（拍手）
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閉会のことば

　副学長　　　　

　柴田　德文

　　（政経学部教授）

三浦先生、ありがとうございました。非常に楽しく進めていただ

きました。

当初、苦痛を伴うグループワークをするのかとみんな心配してお

りましたけれども、結果的に楽しいワークをさせていただきまして

本当にありがとうございました。

大学の価値というのは、立派な先生がおられるとか立派な建物が

あるとかではなくて、どんな学生を生み出したかです。つまりプロ

ダクトライアビリティーであるので、授業が一番大事だと思ってお

ります。大学というのは、小売業にたとえると、デパートではなく

てファッションビルだろうと思っております。テナントを入れても、

そのテナントがいいものを売ってくれればファッションビル全体が

儲かりますが、顧客に満足してもらえない店なんかを入れてしまう

と、たちまち潰れてしまいます。

そういった意味では、テナントが先生方なのです。先生方がいい授業をしていただいて、いい学生

を育てていただければ、大学がこれからも安泰だろうと思います。

連休の初日にもかかわらず、熱心にご参加いただきまして誠にありがとうございました。（拍手）
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情報交換会
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開会の挨拶

ＦＤ委員・教務部長

岸本　　健
（理工学部教授）　

情報交換会を始めさせていただきたいと思います。

今日は、三浦先生どうもありがとうございました。毎回いろいろ

なシンポジウムに参加させていただいておりますが、コツが一つわ

かりました。今日は、童心に返って教師を忘れて虚心に参加すると

いうことが一番これは深く入り込めることだと思いました。

今日は本当にいろいろな話をお聞きしたのですが、本当に難しい

のは、アクティブ・ラーニング、学生が関心を示す教授法はとても

難しいことだと認識しました。

いろいろなレベル、いろいろなスケールを持った何百人もの学生

を一括では扱えません。特に本学におきましては、平均値はありま

せん。要するに、上と下と足して２で割ったら、真ん中には誰もい

ないという、ふたこぶラクダのようなそういう学力構成をしていま

すので、どこにターゲットをして教授すればいいのかというのがとても難しいです。

アクティブ・ラーニングも、どこを引き上げるかということをターゲットにしたときに、やっぱり

発想力でついてくる学生はどんどんついてくるんですが、諦めてしまう学生がいるというところをどう

やろうかというのが難点だと思います。

三浦先生の話を拝聴しいていて、一つ思い出したことがあります。僕は魚釣りが好きで池によく行

くんです。エサを針に付けてぶら下げておいて、「ちょんちょんちょん」とやっていくと、魚はエサを「つ

んつんつんつん」突っついて、結局、数分経つと針だけ残っている。ところが、魚の目の前にエサを垂

らして引いてやる、食いつきそうになったらフッと引いて、意地悪をしてやります。そうすると思いっ

きりガブッときて、かかるんです。ただ教材を置いていただけではダメだということがわかりますね。

あなたに教えないよってこうやってやると、みんなくっついてくるっていうんで、それがかなり離

れた時にくっついてくること、それからかなりそうまでいかないとくっつかないという学生がいますか

ら、よく食いつく魚は目の前にぶら下げたらガバッと入る、みんなやられちゃうんですよ。けれどもそ

の辺のタイミングは、アクティブ・ラーニングのやり方の中で一つの課題かと思います。授業の進度が

遅くなるというのが難点がありますが、辛抱がいるんです。

今日の三浦先生のお話しで印象に残ったのは、文部科学省といえども、意味を取り違えて伝え、混

乱を招くことも散見されるようです。中教審の答申も鵜呑みせずに中味を吟味して対応しなければなら

ないと思いました。

今日は、暑気払いもかねて三浦先生と情報交換をしていただきたいと思います。それではご唱和く

ださい。乾杯。
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情報交換会風景
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閉会の挨拶

ＦＤ委員・ＦＤ er

和田　義浩
（法学部教授）

最初に、三浦先生、本当にありがとうございました。

先生のお話しぶりをうかがいまして、先生がいかにこれまでたく

さんの大学で教えられ、ご指導されてきたかということがよくわか

りました。先生は話の「ツボ」をよく押さえて、我々教員というの

がどういう生きものかということもすべて熟知されていることが印

象に残りました。

我々は教育者という立場で学生に教えるわけですが、メタレベル

に立って「教える」とはどういうことかということを自問する時間

がなかなかありません。FD活動というのはまさしくそういう時間

ですので、FDの活動、シンポジウム等々日々楽しみながらやって

おりますが、今日は本当に先生には有意義な楽しいお話、それから

ワークショップ、ご指導いただきましてありがとうございました。

改めて御礼申し上げます。

そういうことで、今日の会を今後の国士舘大学の FD活動、教育活動に、我々の力でなんとか役立て

ていきたいと、私自身決意していますし、他のみなさんにもご賛同いただけると思います。今日はこの

ようなかたちで無事に会を終えることができました。まだ少し時間があるようですが、ここでとりあえ

ず中締めということにさせていただきたいと思います。　　

今回の FDシンポジウム、企画、運営等、陰でいろいろと支えていただきました事務の方々には本当

に心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。
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資　　 料
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三浦先生講演資料
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