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本報告の概要	

• なぜ分野別学修成果の可視化が必要なのか	

• どのようにして学修成果を可視化するのか	

• 課題と今後に向けて	



自己紹介	

• 経歴	
•  2002―2006：大阪教育大学（←西洋史）	
•  2007―2009：神戸大学大学院（←発達・青年心理学）	
•  2009―2014：京都大学大学院（←教育心理学＋高等教育）	
•  2014.4月―9月：学振PD（京都大学）	
•  2014.10月―現在：大阪府立大学　高等教育推進機構　特認助教	

• 専門	
• 発達・青年心理学（アイデンティティ発達の実証的解明）	
• 教育心理学（学修成果の測定とその教育改善活動への活用）	



背景	

• ユニバーサル段階を迎えた大学において，学士課程教育
の質の保証の重要性が高まっている（文部科学省,	2008）	

• 「質」の基準として提示される“新しい能力”（松下,	2010）を
学生に獲得させることへの注目が集まっている	

• 大学で学んだ成果を学修成果として可視化し社会へのアカ
ウンタビリティを果たすとともに教育改善活動（FD）へと活か
すことが求められている　　　　　　	





h3p://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369248_01_1.pdf	



学修成果の策定から測定ツールの開発、実施へ	

測りたい能力の
策定（定義）	

測定ツールの開発	

実施	
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STEP1:	能力の策定	

• 目的に応じた能力を策定	
• e.g.,	ディプロマ・ポリシー、分野別参照基準	

• 様々な視点をTuningする必要性	
• e.g.,	企業からの視点、同僚（研究者）からの視点、大学
経営者からの視点	

	



能力の分解と統合の発想	

• 心理学では高次の概念を低
次の概念に分解する	

• 現象の抽象化と具体化を行う	

• 具体化したものをもう一度高
次の概念に統合する	

コミュニケーション	

他者の
理解	

自己の
調整	

自己	
主張	

統合	

分解	

抽象的	

具体的	



STEP1:	能力の策定（例）	

• 大学・機関レベルでの能力の策定	
• 全体的かつ抽象的な能力の表現（学士力）	

• 学部単位での能力の策定	
• 各学問分野に根差した能力の表現（分野別参照規準）	

• 授業レベルでの能力の策定	
• 具体的な公式や知識の表現	
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• 学修成果を測定・評価する２つの方法（山田，2012）	
• 間接評価	
• 学生が「何ができると思っているのか」の程度を自己報
告式の質問紙を用いて評価する方法　　　　　　　　　　
（CIRP;	CooperaUve	InsUtuUonal	Research	Program,	
NSSE:	NaUonal	Survey	of	Student	Engagement）など）	
　→質問紙調査など	

STEP2:	学修成果を測定するツールの開発	



入学した時点と比べて、あなたの能力や知識はどのように変化しましたか。 
1.大きく減った，2．減った，3．変化なし，4．増えた，5．大きく増えた	

•  一般的な教養	
•  分析力や問題解決能力	
•  専門分野や学科の知識	
•  批判的に考える能力	
•  異文化の人々に関する知識	
•  リーダーシップの能力	
•  人間関係を構築する能力	
•  他の人と協力して物事を遂行する能力	
•  異文化の人々と協力する能力	
•  地域社会が直面する問題を理解する能力	

•  国民が直面する問題を理解する能力	
•  文章表現の能力	
•  外国語の運用能力	
•  コミュニケーションの能力	
•  プレゼンテーションの能力	
•  数理的な能力	
•  コンピュータの操作能力	
•  時間を効果的に利用する能力	
•  グローバルな問題の理解	
•  卒業後に就職するための準備の程度	

大阪府立大学における間接評価の	
学習成果（能力の獲得感：J-CIRP）の測定	



＊能力の変化を測定する項目全てにおいて対応のある	t	検定を行った結果、	
「外国語の運用能力」以外の全ての項目に関して統計的な有意差が見られた。	

高橋・星野・溝上（2014）	

英語の運用能力が入学以
降伸びない	
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• 学修成果を測定・評価する２つの方法（山田，2012）	
• 直接評価	
• 学生が「何ができるか」に着目した評価の方法　　　
（例Grade	Point	Average:	GPA、Collegiate	Learning	
Assessment:	CLA	(Shavelson,	2010)、PROGなど）　	
　→レポート、テスト（論述式を含む）、プレゼンテー
ション、作品等	

STEP2:	学修成果を測定するツールの開発	



STEP2:	学修成果を測定するツールの開発	

• 一問一答式の問題など知識の程度を問うテスト	
→評価基準が明確	

• 論述試験、プレゼンテーション、ディスカッションなど
知識の活用を問うテスト	
→評価基準が曖昧	
⇒ルーブリックの活用	



小テスト（例） 

①学習者が自ら注意を集中し、学習に伴う不安を制御した
うえで学習意欲を維持し、さらに時間を効果的に用いるよ
う工夫すること。　 
　　　　　 
②イメージや既知の知識を加えることで学習材料を覚えや
すい形に変換し、本人の認知構造に関係づける操
作。　　　　　 
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A　理解監視方略　B　精緻化方略　C　リハーサル方略　 
D　体制化方略　E　情緒的方略 



パフォーマンス	
（作品、実演）	

コンピテンス	
（能力）	

可視化	 解釈	

（評価課題）	 （評価基準）	

観察可能	

観察不可能	

松下（2007，2012）	

ルーブリック	



ルーブリックの定義 
• ルーブリック（rubric）	
パフォーマンスの質を段階的・多面的に評価するための評価基準表　　
（松下，2012）	

• 能力の「連続体」を測る評価基準	
初歩的な能力から複合的で高次な能力を記述したもの	

• 一般的にマトリックス形式で表現	

レベル３ レベル２ レベル１
観点１ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
観点２ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
観点３ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
観点４ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・

観点	
（規準）	

レベル	

記述語	
(descriptor)	



レポート課題	

• 大学生・若者、あるいはこれまで授業で扱ったことのあるテーマに関わる
本を1冊選ぶ。	

• ①本の内容をまとめる（800字以上）	
• ②筆者の主張に対する自分の考え（同じなのか違うのか、部分的に同意
するのかしないのか、など）を書く。	

• ③②で示した自分の考えの根拠を2つ以上述べる。そのうち1つは社会調
査など「データ」を用いること（800字以上）。	

• ④レポートを書くことを通して新しく知ったこと、成長したことを挙げ、今後
の大学生活にどのようにそれを活かすかを書く（400字以上）。	
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初年次ゼミナールの教育目
標

能力 観点の説明 6 4 2 0

筆者の主張を理解する力
筆者の主張を正確に文章
に表すことができる。

要約に関する構造（問題背
景、方法・根拠となるデータ・
考え、結果と考察、結論）が
明確にまとめられている

要約に関する構造（問題背
景、方法・根拠となるデー
タ・考え、結果と考察、結
論）がみられる。

要約の構造（問題背景、方
法・根拠となるデータ・考え、
結果と考察、結論）がみられ
ない。

筆者の主張と自分の考え
の差異を理解する力

筆者の主張と自分の考え
の違いを述べることができ
る。

筆者の主張に対する自分の
意見が明確である。

筆者の主張に対する自分
の意見が不明瞭である。

筆者の主張に対する自分の
意見がみられない。

情報を収集する力 信頼ある情報を収集する力

情報源（データベース、書
籍、論文）から課題を解決
するための適切な情報を収
集できる。

根拠のある（どこが実施した
調査かわかる）データを引用
し、データの意味することを
正確に理解している。

根拠のある（どこが実施し
た調査かわかる）データを
引用しているが、データの
意味することを正しく理解し
ていない。

根拠がないデータを引用して
いる。

情報を活用する力
根拠を持って自分の意見を
主張する力

収集した情報を課題の解決
に結びつけることができる。

解決策を表現する力
レポートを通して自分の意
見を主張する力

課題の解決策を他者に論
理的に伝えことができる。

学習した内容を省察する力
レポートの経験を省察する

力

学習した内容について振り
返り、そこで獲得した知識
を次の課題の解決に活か
すことができる。

レポートを通して得た新しく
知ったこと、成長したことが
記載されており、それらを大
学生活にどのように活かす
かが具体的に記載されてい
る。

レポートを通して得た新しく
知ったこと、成長したことが
記載されており、それらを
大学生活にどのように活か
すかが記載されている。

レポートを通して得た新しく
知ったこと、成長したことが
記載されておらず、それらを
大学生活にどのように活か
すかが記載されていない。

引用した情報源（データ
ベース、書籍、論文、イン
ターネットサイト）が自らの
主張の根拠として記載され
ているが、実際にはそれら
は主張の根拠になっていな
い。

引用した情報源（データベー
ス、書籍、論文、インターネッ
トサイト）が記載されておら
ず、主観的に根拠が述べら
れている。

レポート課題の評価基準

内容

初年次ゼミナールの目標を元に、レポートを書くことを通して、身に着くと考えられる能力の観点とその基準について記載した。

1の基準を満たさない
場合には0とする。

多様な視点を理解する力

引用した情報源（データベー
ス、書籍、論文、インターネッ
トサイト）が自らの主張の根
拠になっている。



学生の評価	
ルーブリックは課題に取り組む際に役に立ちましたか？	
	
１．役に立たなかった　２．どちらかと言えば役に立たなかった　	
３．どちらともいえない　４．どちらかと言えば役に立った　５．役に立った	

	
平均値　３．８６	
標準偏差　１．２３	
Ｎ＝1４	



開発されたルーブリックの信頼性は？	

• ２人の採点の一致度をカッパー係数（K;	.60以上で信頼性を担保）で検討	

Ｋ係数は基準値よりも（かなり）低い	
（特にdimension5）	



まとめ：学修成果を可視化するために	

• １．能力の策定	
• どういった文脈での共通の能力を策定するか	
• 誰とTuningする必要があるのか	

• ２．測定ツールの開発	
• どういった能力を測定するか	
• 間接評価or直接評価？	



今後に向けて	

• 能力の策定は何よりも重
要で慎重に行うべき（何の
ために行うのか？）	

• 抽象的な能力の測定では
教育改善活動には活用し
にくい	

• 分野に即した項目orテスト
開発の必要性	 松下（2016）	


