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1-1.⾃⼰紹介

専⾨︓⻄洋古代哲学史（プラトン）

桜美林⼤学 哲学専攻プログラム 講師

次世代歴史教育研究会
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1-2.次世代哲学教育研究会
活動⽬的
1)哲学教育の意義を社会的に広めること
2)哲学を学ぶ学⽣の学修活動調査
3)哲学教育カリキュラムの改善
4)哲学教育の教育⼿法の開発と共有
5)博⼠課程院⽣やODのための哲学教育、キャリア等について

のワークショップの開催

2016.3 キックオフ・ミーティング
⽴教⼤学 教授︓河野哲也
⾦沢医科⼤学 講師︓菊地建⾄
京都薬科⼤学 准教授︓坂本尚志
⼤阪経済法科⼤学 特別専任准教授︓渡邉浩⼀
京都⼤学 教授︓松下佳代

⼤阪府⽴⼤学 特認講師︓畑野快
⼤阪市⽴⼤学 講師︓佐⾦武 4



2-1.本発表の政策的背景

(2008)「学⼠課程教育の構築に向けて（答申）」
「学⼠⼒」
「⾃⽴した職業⼈に必要な能⼒」・・「知識・理解」「汎⽤的技能」「態

度・志向性」「統合的な学習経
験」

「各専⾨分野を通じて培う」・・・・学部・学科での専⾨的な教育の実情
を反映するものではない

(2010)「分野別質保証のあり⽅について」
分野別の「参照基準」・・・ 各専⾨分野の固有の特性を踏まえて、学⽣

が⾝に付けるべきことの基準
「学⼠⼒」の議論を補う・・・専⾨分野の教育から学習⽬標を定める

(2016)「⼤学教育の分野別質保証のための教育課程
編成上の参照基準哲学分野」
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2-2.問題意識

⼈⽂社会科学系学問への評価の現実
卒業⽣たちのキャリアパスの狭まり
哲学の学修成果が汎⽤的な能⼒へ単純化・規格化される傾向

哲学の学習成果を再発⾒する必要性

社会に効果的・説得的に伝える必要性
→⽅法論としての「チューニング・プロジェクト」への着⽬
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2-3.チューニングプロジェクト

ボローニャプロセス
「ボローニャ宣⾔」（1999）に基づく欧州47カ国間（当初は
27カ国）における教育改⾰プロセス

単位互換制度、⽐較可能な学位制度、学部・修⼠・博⼠の3サ
イクル制

欧州⾼等教育圏（European Higher Education Area）

政策誘導的・・・各政府の国家単位での協⼒
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2-3.チューニングプロジェクト

チューニングプロジェクト
各学問分野において尊重し共有すべき緩やかな共通規範を⼤学
や各専⾨分野が協同的に定めていく

103を超える地域、国において展開

http://tuningacademy.org/tuning‐projects
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2-3.チューニングの⽅法

「学習成果」を学問分野別に定義
「学習成果」・・・ある特定の学習を終了した時点で、何を知

り、何を活⽤でき、またどのような態度を
⾝につけるべきかをしめしたもの。単位、
学位サイクルなどに対応

「コンピテンス」・・・学位プログラムに即しながら学習成果
を積み重ねることで、学⽣が総合的に
⾝に付けることができる知識や技能、
能⼒・態度（Disposition）

学位プログラムの体系的な整備
各専⾨学問分野ごとに、また分野横断的に「コンピテンス」を
涵養⇔コンテンツベースの学位プログラム（松下(2012)）
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2-3.チューニングの⽅法

①各学問分野の教育に関わる専⾨家がそのコア（分野のコア概
念、測定可能な学習成果）を定める

②卒業後のキャリアパスを明らかにする

③ステークホルダーを同定した上で彼らと協議

④ステークホルダーのフィードバックを受けて学問分野のコア
を再定義

⑤各⼤学における学位プログラムの設計・改善

Institute for Evidence‐Based Change (2012)  
http://degreeprofile.org/press_four/wp‐
content/uploads/2014/09/Tuning‐Higher‐Education‐The‐
Process.pdf。
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3.哲学固有の学修成果

哲学の学修形態（「参照基準」より）
ア 講義

→いわゆるアクティブ・ラーニング型の授業形態はとても増えてきて
いる

イ 演習

ウ 原典講読

エ 実習・体験・フィールドワーク
→哲学カフェ、ケアの倫理における看護体験

オ レポート・論⽂

カ ⾃習・グループワーク

キ 実験
→哲学的な主張を実験的な⼿法を⽤いて実証する。ビジネス・エシッ
クス、医療看護哲学
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ア～ウ、オ、カが基本形態。各大学がエ、キを特色的に取り入れている。
哲学の学修成果に鑑みて、こうした授業形態を基本に据えるべきか、検証が必要。

3.哲学固有の学修成果

哲学の学修成果
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哲学的概念を前提としていな
い

例）汎用的能力
＝他の分野でも学修可能

→他の分野と比較して、哲

学の方が学修成果が大き
いことを示す必要？

「哲学」、「哲学的」などの言葉
や、哲学的概念を前提としてい
る。同語反復的。

哲学固有でない（ように見える）学修成果哲学固有の学修成果



3-1.「参照基準」における哲学の学修成果

ジェネリックスキル
ア 学習活動を⽀える⼀般的スキル

情報通信技術の活⽤。複雑な知識を整理記録し、必要に応じて検
索する能⼒等

イ 問題発⾒のスキル
ウ 問題分析・解決のスキル
エ 双⽅向的コミュニケーションのスキル
哲学に特徴的なスキル
ア 問題提起⼒
イ 問題分析⼒
ウ 哲学的テキストの理解⼒
エ 哲学的思考⼒・構想⼒
オ 哲学的判断⼒
カ 哲学的対話⼒
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3-1.「参照基準」における哲学の学修成果

エ 哲学的思考⼒・構想⼒
・⾼度な論理的思考⼒︓演繹、帰納を⾏い議論における誤った前提や妥当でない推論
といった⽋陥を導き出す⼒。論理学の体系だった教育ないし、論理運⽤能⼒のトレー
ニングをカリキュラムに含めることが望ましい。
・批判的・反省的思考⼒︓有⼒とされる⾒解や権威ある常識を、意図的に無効化して、
その真偽・正否を改めて判断する能⼒。⾃分の信念や⾏動の基盤となっている前提を
問い直し反省する能⼒。
・メタレベルの思考⼒︓諸学問分野の、⾔語化されていない基本前提を定式化
・哲学的概念の適⽤⼒
・創造的思考⼒・構想⼒︓新しい概念や考え⽅を作り出し、問題解決の道筋を展望

14



論理運⽤能⼒のトレーニング︖
議論とは(1)結論、(2)前提、(3)推論からなると定義する

(1)結論 主な主張のこと

(2)前提 結論の理由となる主張

(3)推論 前提と結論のつながり

定義・・・議論をする上で、みんなが決まりごととして受け⼊れなければならない、
ある⾔葉の意味

推論において、前提から結論が導き出されるとき、それは「妥当な推論」と呼ぶ。導
かれないとき、「誤謬（ごびゅう）推論」と呼ぶ。
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たとえば・・・
自由に結論を立て、それを導き出すための前提を作るトレーニング
複数の議論から、誤った前提や誤謬推論を見つけるトレーニング

⾒解や常識を意図的に無効化

デカルトの⽅法的懐疑
我々が今経験しているものは全てデーモンが⾒せている幻かもしれな
い

感覚知覚や数学的知識さえも疑う

哲学を⼤学で学ぶ意義も疑う︕︖
→講壇哲学から対話的な哲学へ
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3-1.「参照基準」における哲学の学修成果

オ 哲学的判断⼒
・原則的・⼀般的知識を参照しながらも、個々の⽂脈と状況を分析し、個別の
ケースにおいてよりよい判断を⾏う能⼒。

カ 哲学的対話⼒
・意⾒や世界観が⼤きく異なる、あるいは対⽴する相⼿を他者として
承認し、合理的な議論を⾏うことができる。あるいはそうした議論の
場をコーディネートできる

・議論構築⼒︓特定の主張を擁護し、あるいはそれを批判する合理的
で説得的な議論を構築する能⼒。適切な事例の使⽤、性格で分析的な
証拠の使⽤、論理的な議論の組み⽴てができる。
・⾃⼰変⾰⼒︓他者との対話を通して、それまでの⾃⼰の考えを改め、
⾃分のあり⽅を創造的に変えていく能⼒。
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3-1.哲学の学修成果とは（参照基準）

哲学の学修成果をこれまでにない形で概念化

⼀⾒しただけでは、必ずしも哲学に特有では
ないものもある
・他の分野でも培われうるように⾒えるもの
・ジェネリックスキル寄りのもの

いくつかは極めて難解
これらの能⼒を理解するために、さらに多くの前提を理解する必要
がある。

社会はこれらの能⼒の重要性を理解できるか。学⽣は学修成果とし
て認識できるか、そして測定可能か︖
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3-2.諸⼤学における哲学の学修成果

アリゾナ⼤学
1.明晰かつ論理的で⾃然と健全な哲学論⽂を書く
2.哲学のテクストを分析する
3.批判的な思考を⽰す
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http://assessment.arizona.edu/sbs/Philosophy%20Undergrad

スタンフォード⼤学哲学科
1.⼝頭やライティングを通じて哲学の概念を伝えることができる
2.緻密な読解、議論の評価、分析的なライティング
3.ある議論の強みと弱みを同定し、適切かつわかりやすく応答をするための問答的
能⼒
4.批判的に思考し、概念の提⽰を明確に⾏う能⼒
5.不⽑な哲学的な問いと良い哲学的な問いを区別する
6.論じる余地のある議論を維持し、議論の内部における論理性、論争点、証拠とな
る点を⽰す能⼒

哲学固有？ ジェネリックスキル的
他の分野でも育成可能

同語反復的

http://exploredegrees.stanford.edu/schoolofhumanitiesandsciences/philosophy/#text

3-2.諸⼤学における哲学の学修成果

セント・ベネディクトカレッジ
セント・ジョーンズカレッジ
「3つの技能と4つの態度」
1.⼗分な論理的推論の能⼒

2.哲学の諸概念や議論を理解し、明瞭に述べる⼗分な能⼒

3.チャリタブル・リーディング（Charitable Reading）が⼗分にできるこ
と

1.チャリタブル・リーティングに従事する傾向を持っていること

2.曖昧な状況に対して性急にならないこと（Comfort with Ambiguity）

3.性急な結論を要求されても屈しない態度

4.難解な考えに⽴ち向かうことに快楽を感じること
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哲学固有？ ジェネリックスキル的
他の分野でも育成可能

同語反復的

Wright, Ch. and Lauer A., (2012) “Measuring the Sublime: Assessing Student Lerning in Philosophy”, Teaching 
Philosophy 35‐4: 383‐409.



3-2.諸⼤学における哲学の学修成果

カルフォルニア州⽴⼤学
「知識の学修成果」
1.いくつくかの⻄洋哲学史の主要なテキストについての知識
2.現代哲学の⽅法論についての知識
3.現代哲学の主な諸動向や問題についてのいくつかの知識。たとえば形⽽上学、認識論、論理
学、⾔語哲学、⼼の哲学、科学哲学、法哲学、倫理学、政治哲学、美学などにおけるもの。
4.論理学やクリティカルシンキングの基礎についての知識

「能⼒の学修成果」
5.複雑な議論や理論を理解し、分析し、クリティカルに評価できる
6.科学、法律、宗教、公共論などの諸分野に通底する⽅法論、理論、議論を同定し、クリティ
カルに評価できる。
7.理論的・実践的問題に関する⾃分の意⾒について理知的な論証を深めることができる
8.異なる⽂化・知的⽂脈のテキストを解釈し説明できる
9.⼝述・⽂章によって、難解な概念を明快に、情報に基いて、効果的に、⼀貫した仕⽅で説明
できる。
10.はっきりとした⽴論と⼀貫した論証の議論によって、課題の要件を満たしながらエッセイを
書ける。
11.以上の哲学的なスキルを新しい⽂脈に適⽤できる。
12.以上の哲学的なスキルを⾃分⾃⾝の⽣活や、⾃⼰反省、⽣涯学修に活かすことができる
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哲学固有？ ジェネリックスキル的

他の分野でも育成可能
同語反復的

http://www.calstatela.edu/dept/phil/learningoutcomes.php

3-3.哲学の学修成果についてのインタビュー

哲学分野の学⽣へのインタビュー

哲学分野を学んだ卒業⽣へのインタビュー

企業⼈事担当者へのインタビュー
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3-3.哲学の学修成果についてのインタビュー

• ⾃分がどのような知的スキルを持っているかを認識
• ⾃分の⻑所と短所を知っている
→知的内省

• 公共⼼と正義を備えている
→倫理的徳

• 新しい概念を受け⼊れることに抵抗がない
• 既存の概念や考え⽅を、新しい分野に適⽤できる
→概念の創発性
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望ましい ジェネリックスキル的
他の分野でも育成可能

同語反復的

3-4.哲学固有の学修成果とは︖

哲学固有の学修成果を策定する際の困難
「哲学」「哲学的」という⾔葉が⽤いると概念の説得⼒・説明⼒が弱ま
る

哲学⽤語を前提とすると概念の説得⼒・説明⼒が弱まる

→なぜ説得⼒・説明⼒が弱まるのか
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3-4.哲学固有の学修成果とは︖

「哲学」「哲学的」という⾔葉や哲学的概念を
⽤いると学修成果としての説得⼒が弱まる

チューニングで学習成果を策定する意義
→ステークホルダー（学⽣、教員、雇⽤主、保護者、⾼校）
と、学修成果についての合意を⽬指す

「哲学」が何かを想像できなかったり、誤解しているステー
クホルダーに哲学的概念を前提しても、さらなる疑問を⽣む
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http://www.nier.go.jp/tuning/about.html

→学問の成果物が物質的でない人文社会系学問の宿命
（Cf.工学・・・構造物、医学・・・健康）

3-4.哲学固有の学修成果とは︖

哲学固有の学修成果が満たすべき
（満たしたほうが良い）条件

1.他の分野では培われない
2.ジェネリックスキルではない
3.哲学を学んだ学⽣がそこでの成⻑を実感でき
る

4.哲学を知らない⼈でも内容を理解できる（理
解⼒が強く要求される哲学⽤語を⽤いない）
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4.哲学の学修成果の仮策定と予備調査
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哲学の学修成果の
策定

（網羅的）

各大学の学位プロ
グラムに即した哲
学の学修成果の策

定

（選択的）

学位プログラムの
改善、学修成果の

改訂

測
定

測
定

二つのレベルでの測定・検証

学会レベル・大学横断的 大学レベル

学修成果の改訂

大学レベル

学会レベル・大学横断的

4.哲学の学修成果の仮策定と予備調査
桜美林⼤学リベラルアーツ学群のディプロマポリシー

1.本学の基礎教育科⽬を修めながら、⾃らの⼒で学問的な興味や
関⼼を⾒極め、⾃⽴した学習者（Independent Learner）」
として問題探求の能⼒を⾝につける。

2.学群の多彩な専攻科⽬を修めながら、専⾨的な知識を学習する
と同時に、学際的な幅広い教養を獲得し、問題に直⾯したとき
に多⾓的なアプローチから対処できる能⼒を⾝につける。

3.⼈⽂科学、社会科学、⾃然科学、学際・統合科学といった学問
体系を総合的に学習することで、客観的思考能⼒、批判的思考
能⼒、分析的思考能⼒、解決思考能⼒、コミュニケーション能
⼒を⾝につける。

4.本学群の教育⽬的に基づくカリキュラムを履修し、所定の卒業
単位（基礎教育科⽬42単位以上、専攻科⽬62単位以上、その
他⾃由選択、計124単位）を修得していること。
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4.哲学の学修成果の仮策定と予備調査

⾃分にどれだけ当てはまるのか「ほとんど当てはまらない」
〜「とてもよく当てはまる」の5件法
（「項⽬の意味がわからない」を加えている）

対象
2016年春学期
・「リベラル・アーツ・セミナー」を受講した1年⽣
・「プラトンを読む（講読）」を受講した1年⽣
・「哲学概論」を受講した2-4年⽣
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4.哲学の学修成果の仮策定と予備調査

【チャリタブル・リーディング】
・他者の意⾒に論理的な⽋点があれば、それを指摘できる
・他者の意⾒に論理的な⽋点があれば、それを直す⼿伝いができる
・他者の意⾒に優れた点があれば、それを指摘できる
・他者の意⾒に優れた点があれば、それを伸ばす⼿伝いができる

【哲学的思考⼒】
・⾃分や他者が議論しているときに、どこで意⾒が⾷い違っているのかを指摘できる
・⾃分や他者が議論しているときに、それぞれの意⾒の良い所と悪いところを⽐べることができる

【議論構築⼒】
・他者と議論するときには、⾔葉や概念の意味を厳密に定義している
・他者と議論するときには、⾃分の主張だけでなくその理由も伝えている
・他者に⾃分の意⾒を伝えるときは、事前に反論を予想してそのための準備もしている

【哲学的対話を⽀える公平的態度】
・ディスカッションにおいて、他者の意⾒を途中でさえぎることはない
・ディスカッションにおいて、他者が理解できているかを確認しながら⾃分の意⾒を伝えることできる
・ディスカッションにおいて、他者に質問をすることに抵抗を感じない
・ディスカッションにおいて、他者を批判することに抵抗を感じない
・ディスカッションにおいて、他者に批判されることに抵抗を感じない

【対話⼒】
・他者の意⾒を再現・紹介するのが得意だ
・他者が異なった意⾒で対⽴しているときに、解決策を提案したいと思う
・⾃分や他者が議論しているときに、これまでに無かった新しい意⾒を付け加えることができる
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4.哲学の学修成果の仮策定と予備調査

【知的寛容性・誠実性】
・知ったかぶりをしない
・他者の考えや意⾒を聞くのが好きである
・⾃分と異なる考えや意⾒を聞くと、なぜそう考えているか理由を知りたいと思う

【知的忍耐⼒】
・答えが⼀つに決まらない問題は嫌いだ
・答えがなかなか出ない問題でも、時間をかけて考えぬくことができる
・⾃分にとって難しい⾔葉や概念に接すると、それについて調べてみたいと思う

【知的冒険⼒】
・⾃分が全く知らない分野のことを学ぶことに抵抗がない
・新しく覚えた知識や考え⽅を、他⼈に教えてあげるのが得意だ
・新しく覚えた知識や考え⽅を、別の知識や考え⽅と混ぜたり組み合わせるのが得意だ

【哲学の知識】
・哲学の様々な分野の区分についてよく知っている
・過去の哲学者の考え⽅をよく知っている
・現代の哲学的な問題をよく知っている

【哲学テキスト読解⼒】
・⽂献資料を読むとき、わからない⾔葉があれば徹底的に調べる
・⽂献資料を読むとき、どれが著者独⾃の⾒解で、どれが他者の意⾒の紹介かを気をつけている
・⽂献資料を読むとき、理解できない考え⽅が⾒つかれば、それが理解できるまで考える
・⽂献資料の中で、⽭盾や⼀貫していないような考えがあれば気づくことができる
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4.哲学の学修成果の仮策定と予備調査

予備調査を踏まえた今後の予定

哲学の学修成果を測る上でそれぞれの項⽬が適切
か分析
OB、雇⽤者、学⽣、保護者への再インタビュー
哲学系教員とディスカッション

→項⽬の改善
質問紙調査で測定が困難な学修成果については
問題を作成

今年度後期より複数⼤学にて学修成果測定 32



5-1.学位プログラムの改善
桜美林⼤学リベラルアーツ学群のディプロマポリシー

1.本学の基礎教育科⽬を修めながら、⾃らの⼒で学問的な興味や
関⼼を⾒極め、⾃⽴した学習者（Independent Learner）」
として問題探求の能⼒を⾝につける。

2.学群の多彩な専攻科⽬を修めながら、専⾨的な知識を学習する
と同時に、学際的な幅広い教養を獲得し、問題に直⾯したとき
に多⾓的なアプローチから対処できる能⼒を⾝につける。

3.⼈⽂科学、社会科学、⾃然科学、学際・統合科学といった学問
体系を総合的に学習することで、客観的思考能⼒、批判的思考
能⼒、分析的思考能⼒、解決思考能⼒、コミュニケーション能
⼒を⾝につける。

4.本学群の教育⽬的に基づくカリキュラムを履修し、所定の卒業
単位（基礎教育科⽬42単位以上、専攻科⽬62単位以上、その
他⾃由選択、計124単位）を修得していること。
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例）「哲学概論」のシラバスより

到達⽬標（個別的な授業における学修成
果）
1. ⾃分の考えを明確にすることができる
2. 他者の考えが明確になるための⼿助けができる
3. 計画的に課題⽂献を読むことができる
4. 他者の意⾒の要約ができる. 他者の議論について思いやりを
もって理解することができる
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哲学専攻プログラム全体
の学修成果、学位プログ

ラムに貢献



どのような授業によって到達⽬標を達成するか

各能⼒に対応した学修をモジュール化していく
→例）グループディスカッションの採⽤

1.⼈間関係の構築
2.⾃分の意⾒を⾒つけ、定める
3.他⼈に⾃分の意⾒を伝える
4.他⼈の意⾒を理解する
5.意⾒をまとめる
6.発表し他のグループと意⾒の共有

それぞれのタスクの⽀援を⾏う
35

1.毎回自己紹介をさせる
2.一人で考える時間を与える
3.自分の考えをメモさせる
4. 1‐3を通じて集中できる
5.司会を立てる
6.書記を立てる

1. 自分の考えを明確にすることができる
2. 他者の考えが明確になるための手助けが
できる
3. 計画的に課題文献を読むことができる
4. 他者の意見の要約ができる. 他者の議論に
ついて思いやりをもって理解することができる

「⼈間理解（プラトンを読む）」のシラバスより

到達⽬標
1. 意味のわからない箇所を⾶ばさないで⽂章を読むことができる

2. 他者の意⾒を納得するまで聞くことができる

3. 複数の意⾒をまとめて、わかりやすく他者に伝えることができ
る

4. 計画的に課題⽂献を読むことができる

新⼊⽣向け
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1年⽣50⼈にどうプラトンを読ませるのか

無謀との声多数

映像01
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輪読をする
0. 予習を毎回課す
1. グループを作る
約3週ごとにグループ解散、再結成
他者をリスペクトする態度を養う

※解説講義と問題

2.⾃⼰紹介をし、司会と書記を決める

3.1段落ごとに交代して読む
声を出す練習

4.問題を⼀⼈で考える

5.グループで意⾒を共有する 映像05

6.ソクラテスメソッドで全体ディスカッション
ある程度答えが決まっている問題しか出さない

7.3-6を3セット繰り返す 13回の講義で『弁明』読了 38



5-2.哲学専攻プログラム
哲学教育専攻プログラムの学修⽬的と、そのディプロマポ
リシーとの関係は未策定

教育⽬的（履修ガイドより）
哲学とは、「真理」の存在やその認識⽅法、そして「⼈間
の在り⽅とそれを取り巻く世界の在り⽅」などについて、
⼈間だけがもつ「理性」によって理論的に考察する学問の
ことです。したがって、「哲学専攻プログラム」の教育⽬
的は、⼈間性についての深い洞察⼒を培い、またそれを的
確に表現することのできる⼈間を育成することにあります。
そのためには、哲学的知識だけでなく、⽂明や⽂化に関す
る幅広い教養を⾝につけることが重要です。

現在専攻プログラムとしてカリキュラムポリシー（DPと各
授業の対応）を作成中

39

5-2.哲学専攻プログラム

来年度までに桜美林⼤学の学位プログラム
と対応した哲学の学修⽬的を策定
とりわけ本学の特徴である学際性を学修⽬的に取り込み、コースの
内容を改善する

桜美林⼤学哲学専攻プログラムの学修⽬的に「哲
学分野の学修成果」を選択的に盛り込む

各科⽬において学修成果の測定を実施
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6.ロードマップ
28年度前期 28年度後期 29年度前期 29年度後期 30年度前期課題

学習成果の設定

アセスメント

学位プログラムの再編

OB・雇用者などへ
のインタビュー

学習成果の仮設
定

複数大学での学
修成果の仮測定

参加大学・教員の増加

設定した学習成果へのフィードバックを収集

学習成果の再設定・改善 学習成果の公表

アセスメントの評価・アセスメント手法の共有

学習成果に基づ
く学位プログラム
の改善（1大学以

上）

学位プログラム改善のための調整

アセスメント手法
の共有

データ収集のた
めの調整

学修成果の測
定
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