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　国立教育政策研究所では、所の研究成果を教育現場をはじめとして広く普及

し、教育指導法の改善や教員の資質向上などに役立てていただくという趣旨によ

り、平成２年度より教育研究公開シンポジウムを開催している。

　今回の第２７回教育研究公開シンポジウムは、「学士課程教育の構成と体系化」

というテーマにより、東京で開催した。高等教育に関するテーマをこのシンポジ

ウムで取り上げるのは、今回が初の試みである。

　学士課程教育の在り方については、中央教育審議会において審議が重ねられ、

平成２０年１２月に「学士課程教育の構築に向けて」（答申）がとりまとめられた。

　また、国立教育政策研究所においては、初年次教育の実施状況を把握し、その

成果や課題を明らかにするため、平成１９年１２月に全国公私立大学を対象とした

「大学における初年次教育に関する調査」を実施したところである。

　このような中、本シンポジウムは、大学の教育力について我々はどのような知

見に拠ることができるのか、さらに、学士課程教育のプロセスにおいてはどのよ

うな課題と展望を提示できるのかといった点を通して、学士課程教育の全体像を

考えることを目的として実施され、当日は大学関係者を中心とする約６００名の参

加者のもと、熱心な報告・討論が行われた。

　本報告書は、このシンポジウムにおける報告及び討論の内容をまとめたもので

ある。各大学における学士課程教育の改善・充実に向けた参考となれば幸いであ

る。

 　平成２１年３月

国立教育政策研究所長

近 藤　信 司
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【教育研究公開シンポジウム】

学士課程教育の
構成と体系化

第２７回



主催者挨拶

近藤 信司

（国立教育政策研究所長）



�　　

　本日は全国から多数の皆様方にご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。

　この教育研究公開シンポジウムは、国立教育政策研究所の研究成果を、直接教

育現場や国民の皆様に還元し、学校運営や教育内容、教育方法の改善に役立てよ

うという趣旨のもと、平成２年度から開催しています。第２７回目となる今回のシ

ンポジウムは、「学士課程教育の構成と体系化」をテーマとして開催することにい

たしました。高等教育に関するテーマをこのシンポジウムで取り上げるのは、初

の試みでございます。

　当研究所は平成２０年１月に東京・目黒から霞が関に移転しましたが、本日はこ

の新しい庁舎で開催する初めてのシンポジウムでもございます。私どもは、新庁

舎への移転を契機に、従来にも増して教育政策と密接に連携した調査研究を展開

してまいりたいと考えております。

　ご承知の通り、我が国の高等教育はすでにユニバーサル段階に入っていると言

われておりますし、いわゆる「大学全入」時代の到来が予想され、学生の学力や

興味・関心も大変多様化してきております。その一方で、経済社会のグローバル

化に伴い、国際通用性を備えた質の高い教育を行うことがますます重要になって

きております。こうした中で大学教育、とりわけ学士課程教育の改善・充実は極

めて重要な課題であろうと認識しております。

　中央教育審議会では現在、学士課程教育の在り方に関する審議が行われており

ますが、平成２０年３月に公表された大学分科会制度・教育部会の審議のまとめで

は、社会の信頼に応え、国際通用性を備えた学士課程教育を構築するための様々

な方策が提言されております。また、近年の大学教育改革の動きとして、学習成

果、ラーニング・アウトカムズを重視しようという国際的な流れがあり、ＯＥＣＤ

　　　　　　　　　　　　　近藤　信司（国立教育政策研究所長）
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では現在、高等教育における学習成果の評価に関する国際調査の実施に向けた検

討が進められております。そして、そのためのフィージビリティ・スタディには、

我が国も参加する意向であり、その場合は当研究所も積極的に関わり、貢献した

いと考えております。

　当研究所では、平成１９年１２月に国公私立すべての大学を対象として、「大学にお

ける初年次教育に関する調査」を実施するなど、大学教育の改善に関する様々な

研究に取り組んでいるところです。本日のシンポジウムでは、その研究成果の報

告も行いたいと思っており、講演やパネルディスカッションを通じて、学士課程

教育の入口、プロセス、評価、この３つのフェーズから議論を深めていただけれ

ばと考えております。

　本日は当研究所のメンバーに加えまして、文部科学省の久保公人審議官、東京

大学の金子元久先生、国際基督教大学の日比谷潤子先生、神戸大学の川嶋太津夫

先生にも大変ご多忙の中、ご出席いた

だいております。各先生方には心から

御礼を申し上げたいと思います。

　最後になりましたが、本日のシンポ

ジウムがご出席の皆様にとりまして、

実り多い内容となることをお祈りする

とともに、各大学における学士課程教

育の改善・充実に向けた取組に寄与す

ることを期待しまして、私からのご挨

拶とさせていただきます。



第一部

基調報告

久保 公人

（文部科学省 大臣官房審議官／高等教育局担当）



　文部科学省の久保でございます。まずは、このシンポジウムで初めて高等教育

を取り上げていただいたということに、深く御礼を申し上げたいと思います。高

等教育の重要性がますます増している昨今、国の機関である国立教育政策研究所

が、高等教育に対するシンクタンク的機能を発揮していただければ大変ありがた

いと思っていた中で、こうしたシンポジウムを主催していただき、またたくさん

の方にご来場いただいたことに対し、本当にありがたく思う次第でございます。

　私の方からは、現在、中央教育審議会（中教審）で審議中の「学士課程教育の

構築に向けて」に関して、文部科学省、あるいは国策的に見て何をねらいとして

いるのか、また、学士課程教育が課題として持ち上がった経緯につきまして、お

話しさせていただきたいと思います。

学士課程教育見直しの経緯
　今、なぜ学士課程教育に焦点を当てるのかということについては、大学改革の

視点や、近年の進学率上昇への対策、国際化への対応など、様々な理由がありま

す。現在、この学士課程教育の在り方について様々な議論が出ているのは、振り

返ってみれば平成３年の大学設置基準の大綱化あたりからつながってきているも

のだと思います。大学設置基準の大綱化後、大学の活性化という名のもとに様々

な改革が進められました。教養部改革により、国立大学の教養部が廃止されると

いう流れもありました。その後、規制緩和がなされ、事前規制から事後チェック

へと進み、平成１７年１月には中教審が「我が国の高等教育の将来像」という答申

を提出し、この中で学士課程教育について見直しの必要性が提言されています。

　このような意味で、現在の高等教育に関する議論の源泉はここにあるのではな

いかと思い、私もこれを読み返しております。この将来像答申が出された当時は、

専門家の方からはそれほど評価されていなかったのかもしれませんが、行政ベー

スで見ると様々なことが記されていると思います。学士課程教育についても「各

大学には、大学における教養教育や専門教育等の在り方を総合的に見直して再構

築することにより、現状よりさらに充実した学士課程教育を展開することが強く

求められる」ということが書かれています。

　また、平成３年当時、皆様もよくご承知だと思いますが、一般教養科目と専門

教育科目が分かれていて、両者の連携はほとんどありませんでした。一般教養科

目の先生方は研究していることを独自に教えていて、専門の各学部とはつながり

もないということが言われていました。専門教育科目でも、学部ごとに非常に細

分化されたことを教えており、特に当時、工学部などでは、より専門化・細分化
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した先端的なことを教えていた

ので、多くの学生は勉強につい

ていかれなくなってしまったと

いう話もありました。

　こうした問題の解決に向け

て、平成３年の大学設置基準の

大綱化は、大学４年間の一貫し

た教育の在り方を考えるという

ものでした。それが将来像答申

が出された平成１７年の時点で、

果たしてどこまで実現できてい

たかというと、道半ばであった

ということであり、教育課程、学士課程の在り方をもう一度見直そうということ

になっていったわけです。

　平成１７年、将来像答申を諮問する直前、高等教育局内でフリートーキングを行

い、文部科学省として中教審の答申に何を期待するかという話し合いをしまし

た。基本的には、いかに高等教育への財政投資を増やすか、そのためには大学の

質を上げることが肝要だ、ということになりました。この２点について、いかに

世の中に説得力を持って示せるかという観点で議論し、その骨格を考えた記憶が

あります。今、改めてこの将来像答申を見ると、やはりその観点で全体の話が流

れており、そういう意味では、学士課程教育の在り方を考えていく背景には、質

を上げる、質を充実する、そしてその裏打ちとして高等教育への財政投資を増や

すということがあると思います。

　以上が大きな経緯とねらいということですが、学士課程教育の在り方について

は、入口の見直し、それから出口の在り方の見直し、この２つの観点で様々な施

策が提言されています。次の答申は少し遅れておりますが、こうした点について

は変わらないと思います。

「学士課程教育の構築に向けて」
　現在審議中の「学士課程教育の構築に向けて」のまとめに書かれてあることと、

文部科学省全体の施策との関わりについて、少しお話しさせていただきます。

　まず、学生の出口管理をしっかりしよう、学生の質の向上を図ろう、というこ

とです。後ほどパネルディスカッションの中で、学生の質に対してアウトカムを
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求めるという話が出てくるかと思いますが、現在の高等教育あるいは文部科学省

の施策もその方向に向いています。アウトカムが求められているという世の中の

流れに、教育施策も引っ張られているということをご理解いただけると思いま

す。

　その 淵源 はやはり、大学は何のために、誰のためにあるのかということの現れ
えんげん

だと思います。戦後、新制大学ができた時は１０人に１人しか大学に進学しません

でしたし、旧制大学の流れを色濃く引いていたので、どちらかといえば大学は研

究者のためのものでした。ですから、大学に入ってくる学生にある一定の教育を

施すというより、学生の中からそれぞれの分野の後継者を探すという意味もあっ

たかと思います。高度経済成長の時代になり、教育予算が増え続ける時代はそれ

でもよかったのですが、現在のように厳しい状況になると、むしろ大学行政も

ユーザー中心の視点になりつつあるわけです。その現れとして、大学が学生にど

れだけの能力を身につけさせたかという観点が、社会的に重要視されるように

なっています。この点については、平成１７年の将来像答申でも触れており、大学

は何のためにあるのかについて、「大学は、学生をはじめ、日常社会、あるいは産

業界のために存在する」のだということを明確に打ち出しています。

　また、従来の高等教育施策は、どちらかというと設備や施設といった環境、あ

るいは補助金といった予算以外のもの、卒業までに必要な取得単位の基準など、

言うならば外枠の部分を示していましたが、現在審議している「学士課程教育の

構築に向けて」では、初等中等教育の中身にまで踏み込んで提言しているところ

に特色があります。学部横断的に身につけるべき内容を指針として示したり、分

野別にどこまで身につけさせるべきかということを研究しようという、そのあた

りは今までにない大きな流れだと思います。この点につきましても、平成１７年の

答申の中で、「教育の充実のため、分野ごとにコア・カリキュラムが作成されるこ

とが望ましい」「コア・カリキュラムの実施状況は機関別・分野別の大学評価と有

機的に結びつけられることが期待される」と提言されています。現在は、日本学

術会議において２、３年かけて具体的な中身を固めていこうという動きになってい

ます。これが出口管理の部分です。

　それから入口管理については、高等教育機関への進学率が５０％を超え、ユニ

バーサル化の状況に入った中、学生の質も従来とは変わってきています。また、

大学に入学する人のうち、すでに４割は推薦入試やＡＯ入試によって、学力不問

の状態で入ってきています。近年は、こうした学生の質や高大接続の在り方が大

きな問題になってきています。高等教育施策的に見ていくと、どのラインまでの
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学生を受け入れるのか、もしくは受け入れてよいのかという問題があります。さ

らに言えば、初等中等教育を終えれば大学入学資格が生じますから、これを卒業

する時点までにどの程度まで生徒を育てるのか、果たして現在のままでよいのか

という大きな問題もあります。

　この点についても、平成１７年の将来像答申では、「高等教育の将来像を考える際

には、初等中等教育との接続にも十分留意する必要がある。その際、入学者選抜

の問題だけでなく、教育内容・方法等を含め、全体の接続を考えていくことが必

要であり、初等中等教育から高等教育までそれぞれが果たすべき役割を踏まえて

一貫した考え方で改革を進めていく視点が重要である」と提言されています。

　こうした意味で、論点となるのは大学の問題ですが、それは初等中等教育も含

めた問題でもあると言えます。これらについては現在、それぞれの審議会で検討

を進めていただいているところです。

高等教育の課題
　現在の状況を見ると、大学入学者が増えれば、当然ながら社会的なメリットが

生まれるという実態と、一方で、例えば薬剤師は大学院まで修了しないと資格が

取れないなど、種々の資格取得に関する長期化および高学歴化という状況があり

ます。さらに、進学率が増加した反面、学生間においてかなりの学力差が生じて

います。それらをどうするか、いわゆる「本音と建て前」をどう見直すかという

問題があります。

　それからもう１点、公財政支出の増加という課題があります。学士課程の在り

方を見直して高等教育の質を高めることは、繰り返しになりますが、やはり高等

教育への公財政支出をいかに増やすかということと密接につながっています。国

民、あるいは社会の様々な分野において高等教育に対する信頼を勝ち取らないこ

とには、これ以上公財政支出は増やせません。医療費や年金、社会保障関係費な

どに費用を回すことで手一杯な状況の中で、いかに教育予算を確保するか。学士

課程教育の話も、そうした大きな戦略のうちの１つであると考えていただければ

と思います。

　この問題については、教育基本法が通り、教育振興基本計画において５カ年計

画としてどういった数値目標を位置づけるかというところで、平成２０年春に一段

落目があり、その結果は皆様ご承知だと思います。私どもも財政再建期間中です

ので、なかなかうまくいかないところがありますが、この次の計画も視野に入れ

ながら質を高めていくことが必要だと考えています。

��



端緒に立つ学士課程の見直し
　最後に、学士課程の見直しについては、今ようやくスタート地点に立ったのだ

と思います。学士課程の問題は、基本的教育の質を上げる中のＯｎｅ ｏｆ ｔｈｅｍであ

り、この他に大学院の在り方の見直しも必要でしょう。それから、カリキュラム

の見直しだけでなく、将来的にプログラム中心の考え方で、様々な再整備の必要

があるということも言われていますので、それに向けても動いていかなくてはな

りません。今後、様々な動きが加速していく中で、学士課程の見直しはその手始

めだと考えています。

　このような学士課程に関する潮流は、設置形態を超えて、国公私立、すべての

大学に共通した動きであり、これまで国立・私立を区別して施策を展開してきた

文部科学省にとっても、大きな転機になるのではないかと思っています。

　以上簡単でございますが、今回のシンポジウムの参考になれば幸いです。ご清

聴、ありがとうございました。
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第二部

特別講演

大学の教育力
～変革の可能性～

金子 元久

（東京大学大学院 教育学研究科長）



　金子でございます。本日はこうした機会にお話をすることができ、大変光栄に

存じます。

　私の講演は、「大学の教育力～変革の可能性～」という非常に大きな題にしまし

たが、これからお話ししようと思うのは、日本の大学教育は現在どのような状況

にあり、今後はどのような点に変化していく可能性があるのかについて、かなり

大きな枠の中で申し上げる、ということです。その後で他の発表者の方々からも

う少し詳しくお話しいただけると思いますので、私はその大筋について考えを申

し上げることにしたいと思います。

なぜ今、学士課程教育か
　まず最初に申し上げたいことは、今、学士課程教育に関する問題意識は様々な

ところで広がっているということです。それはなぜかというと、戦後５０年来、日

本の高等教育は量的拡大の時代であり、エリート、マス、ユニバーサルというよ

うに、段階的な発展をたどってきました。エリート、マス、ユニバーサルとは、

マーチン・トローというアメリカの学者が提唱したものですが、アメリカではこ

うした高等教育の発展があるという説があり、これは日本においても大部分当て

はまったというわけです。ただし、エリート、マス、ユニバーサルという３段階

論だと、すでに日本の高等教育はアメリカに次いでユニバーサル化してしまった

ことになります。しかし私は、これから新しい、何か大きな時代が始まるのでは

ないかと思います。

　私たちは今、１つの転換点に立っています。その新しい時代の焦点は、おそらく

「質」だろうと私は考えています。高等教育の「質」は、言葉にすると非常に簡単

に聞こえますが、実は様々な問題をその中に含んでいます。これから徐々に議論

を進めるに従い、この「質」は非常に多様な問題をはらんだ、困難な問題である

ことが分かってきます。それに対し

て高等教育がいかに対応していく

か、ということがさらに議論されて

いくのだろうと思います。

　日本の高等教育政策は、時代の流

れや変化に対応して１９９０年代初頭

から大きく変わってきました。高等

教育が大きな新しい変化のサイクル

に入っていることは、実は日本だけ
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の話ではなく、ＯＥＣＤ各国、先進工

業国でも一様にこうしたことが起

こっています。高等教育がユニバー

サル化したことで生じた様々な問

題、あるいはグローバル化した社会

の中で解決しなければいけない問題

が生じてきている、それにどう対応

していくのかということが今、問わ

れています。その中では、時として

政府と大学が対立するというように、様々な対立の構図が生まれてくる可能性も

あります。

　では、なぜ今、「質」が問題にならざるを得ないのか。これはやはり、大きく分

けて３つの要因があると思います。

　１つは、高等教育がユニバーサル化したこと自体が問題を生じさせているとい

うこと。もう１つは、若者の価値観の変化です。従来のように将来の成功に向

かって一途に努力するというのではなく、自分自身が何をしたいのかということ

を考える若者が増えていること。さらにもう１つ、経済のグローバル化や知識社

会化も非常に大きな要因になっています。

高等教育を取り巻く環境の変化

　高等教育を取り巻く環境は今、高等教育のユニバーサル化、グローバル化と知

識社会化、若者の価値観や行動の変化が生じています。高等教育がユニバーサル

化すると、１つは社会的なコストが大きくなります。また、グローバル化した社会

の中では、大卒の労働者に対する知識・能力への要求が非常に高まり、重要視さ

れるようになります。さらに、若者

の価値観が変化し、将来のビジョン

が明確ではない学生が増えると、社

会からは大学生の勉強の質や学力に

対して、相当大きな疑問が生じてく

ると思います。特にこれは、高い資

質を持った労働力を必要とする企業

にとっては、非常に大きな問題にな

ります。
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　結果として、高等教育に対しては次の３つの点について強く要求されることに

なります。１つ目は、社会的コストの増大に見合うよう、高等教育の質の保証や大

学機構の効率化に関する評価を行うことへの要求。２つ目は、学生にとって大学

で学んだことが、社会に出て職業に就いた時にどういった意味を持つのかを明確

にしろということで、そのために教育内容を適切化することが要求されます。３

つ目は「大学入学を形式的なものに終わらせず、大学に入って学ぶ意味をきちん

と示せ」「学習を実質化・高度化しろ」という要求も非常に強くなっているように

思います。

　これらはすべて「質」に関わる問題です。ある意味では大学全入時代という「量」

がつくった問題ではありますが、これは単に「量」を増減すれば解決するという

ものでなく、「質」が非常に大きな鍵になると思います。

　これらを見ていくと、一般に「質」と言われているものは、１つは、大学で学ぶ

内容にはどういう意味があるのか。もう１つは、どれくらい効率的に行われてい

るのか。さらには、実際に社会で役立つ、実質的な教育が行われているのかどう

か。こうした３つの側面があります。

　ただ、今の段階で申し上げておきたいのは、効率化の問題は、実はかなり重要

な問題を含んでいるということです。効率化は、同じアウトプットを少ないリ

ソースで完成させることですが、現在のユニバーサル化が進んだ高等教育では、

高等教育自体が拡大しすぎたことによって、実は非効率化が生じているという考

え方も潜在的にはあるということです。効率化の問題の背後には「量が拡大しす

ぎている、むしろ適正規模に戻すべきだ」という議論があることも、非常に重要

な問題として捉えておく必要があろうかと思います。

　その意味で、高等教育にとって「質」の問題は、必ずしも努力すれば解決する

という問題ではなく、社会全体から「実は高等教育は拡大しすぎなのではないか」

「減らしてもよいのではないか」と問われているという側面があることを、高等教

育関係者としては厳しく捉えておく必要があるかと思います。

質的転換のための３つの焦点
　いずれにしても質の問題は、教育内容の問題、それから効率化の問題、それか

ら学習の実質化・高度化の問題という３つの側面があるのではないかと申し上げ

ました。これを高等教育のプロセスという形で考えてみると、次のようなことが

言えると思います。

　大学の教育というのは、大学と学生の相互作用から生まれます。そこから教育
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の成果が生まれ、そしてそれが職業

や社会生活に反映していきます。こ

うしたことが、基本的な高等教育の

流れとなります。

　この流れの中では、３つの部分が

問題になります。１つは、大学と学

生が相互作用する中で、どういう内

容の教授・学習過程が生じているの

か、学生に対してより強いインパク

トを大学が与えられるのかどうか、という問題。もう１つは、教育成果が社会生

活にどう結びついていくのか、これはレリバンスの問題です。さらに、大学はこ

れらの過程を通じて、社会に対してどのように貢献しているのか、という問題が

あります。

　教授・学習過程の検証、教育成果と社会・職業のレリバンスなどの評価を行い、

そこから得られた課題を改善し、大学教育を通して学生にフィードバックしてい

く。評価・統制――統制という言葉は少し語感が悪いかもしれませんが、いわゆ

るマネージメントです。高等教育においては、マクロなマネージメントとミクロ

なマネージメントを行い、それをフィードバックしていくというプロセスが非常

に重要だろうと思います。

　もちろん、レリバンスの問題は、学生自身の意欲にもかかってくるわけであり

ますが、教授・学習過程、レリバンス、評価・統制、焦点となるこの３つがそれ

ぞれどういった形で表れ、どういう問題があり、将来はどのような方向に変えて

いかなければいけないのか、その点が議論されるところだと思います。

教授・学習過程
　そこで、この３つの焦点について

これから少しずつお話ししたいと思

います。

　まず最初は、教授・学習過程につ

いてですが、大学教育というのは、

先ほどもお話ししたように、大学と

学生の相互作用から生まれます。従

来からある大学教育論の最大の問題
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点は、大学教育は何をすればよいの

かと大学教育の側面だけを考慮し、

学生がそれをどう受け取っているの

かについては、必ずしも十分に考

慮、あるいは議論されていなかった

ことだと思います。

　反対に、学生側にも様々な要因が

考えられます。専門教科の学力や基

礎学力、勉強する習慣、そういった

ものが大学教育の効果を引き出すために非常に重要だろうと思います。

　もう少し内面的な問題に入っていきますと、社会の中で自分がどういう役割を

果たすのか、あるいは大学に入ることは自分にとってどのような意味があるの

か、またそうしたことが自分の中に位置づけられているのか、こうしたことを学

生自身が考えることが非常に重要だろうと思います。さらに、勉強を通じて達成

感を持つことや、困難な課題が与えられてもそれをやり遂げる自信があるか、こ

うしたことも学生にとって非常に重要な課題だと思います。

学生の「資質」の変化

　大学教育に様々な問題があることはこれまでにも指摘されてきましたが、むし

ろ最近明らかになっているのは、学生の側に大きな変化が起きているということ

です。こうしたことは以前からあったのかもしれませんが、大学側はあまりそれ

を観察していなかった。よく言われるのは、「大学全入」時代になって大学生の学

力が下がっているということですが、それだけではなく、様々な面で変化が起

こっています。

　私どもが高校生と卒業生を対象

に、高校３年時の勉強時間について

調査した結果によると、高校３年時

にほとんど勉強しないという人が、

日本の高校生の４割くらいいまし

た。これについては、大学教育と並

んで、今後の高校教育をどのように

実質化していくかが重要な課題に

なってくると思います。
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時間が少ない。確かに大学入学者だ

けを見ると、就職した高校生などに

比べれば勉強時間は多いのですが、

それでもやはり毎日の勉強時間が１

時間に満たない者が約３割おり、約

半数が２時間以下しか勉強していな

い。その一方で非常に勉強している

子もいるわけですが、明らかに二極

化が起こっていて、勉強しない子もかなりの数が大学に入っているという状況に

あります。

　もう１つ、これまでの学生像として、大学入学時にはほぼ将来の目標は決まっ

ていて、その実現のために大学に入ると考えられていました。しかし、私どもが

約５万人の大学生を対象に一昨年と昨年調査した結果によると、「卒業後にやりた

いことは決まっている」という質問に対して約４割の学生が、将来の希望が不確

定で、非常にあいまいであると答えました。これは大学１年生だけに限ったこと

ではありません。

　「授業を通じてやりたいことを見つける」という質問に対しては、よくあてはま

る、またはあてはまるという人は約６割いました。大学に入る前に将来の希望が

決まっているわけではなく、大学の中でやりたいことを見つける、見つけたいと

考えているわけです。今の学生からしてみれば「それはそうだろう」と思うかも

しれません。しかしよく考えてみてください。日本の大学教育は本当にそういっ

たことを前提としているのか。

　日本の大学は、非常に細かい専門領域に分かれています。それはロジカルに考

えれば、「やりたいことは決まっているはずだ」ということを前提としてできた組

織だからです。しかし、現実はそうではない。そこに非常に大きな相違ができて

しまっているのだと思います。

タイプ別の大学生の資質

　そうしたことから、大学教育、大学生という２つの軸をもとに、次のように考

えてみました。縦軸は、大学は学生に何を教えようと意図しているのかを示して

います。例えば、非常に研究的な大学は学問の後継者を育てることを意図してい

るのかもしれません。あるいは、大学によっては職業に役立つ教育をしようとし
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ているのかもしれません。もう一

方、横軸は、社会の中での自分の役

割、自己認識、言ってみればマチュ

リティみたいなもののレベルを示し

ています。縦軸の左側に、その認識

が低い学生、縦軸の右はそういった

ことがある程度確立している学生と

します。

　そうしますと、大きく次の４つの

タイプに分類することができます。１つ目は、自分の目標・役割を理解し、それら

と大学教育が意図するものとが合致している「高同調型」という一番理想的なタ

イプ。２つ目は、目標は決まっているが、その目標と大学で学ぶことは直接関係な

い、それでもいいと思っている「独立型」。３つ目は、まだ何がやりたいのか分か

らないから、とにかく大学の教育を受けながら考えていこうという「受容型」。４

つ目は、何がやりたいのかよく分からない、しかも大学で学んでいることと漠然

とした自分の希望・目標とが合致していない「疎外型」。

　ここで重要なのは、先ほども言い

ましたように、日本の大学は大学の

意図が比較的限定されているという

ことです。それは、学生の自己認識

が高いことを前提とし、大学の意図

と学生の意識が合致すればよいと考

えていたからです。ところが今は、

「受容型」「疎外型」の学生が多くなっ

ているのではないかと思います。

　私どもの調査に当てはめて考える

と、「高同調型」は学生の約４割、

「独立型」が約２割、「受容型」が約

１割、「疎外型」が約３割となります。

これは絶対的な定義ではありません

が、ここから見えてくることは、大

学の意図と学生の意識が完全にうま

くいっているのは、おそらく半分以
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潯 下で、その他に様々なタイプがあるということです。

　しかも、このタイプ別に、例えば大学教育の満足度や、大学教育の中で自分の

やりたいことができているのかという点について比較してみると、やはり大きな

差があります。「高同調型」は非常に満足、あるいは満足というのが約８割とかな

りいます。一方で、「疎外型」は非常に満足度が低い、不満が高いということにな

ります。これは満足度という単純な尺度で見ましたが、他の尺度を使っても、実

はこの４つのタイプには相当大きな差があります。要するに、現在の大学生は意

識が多様化しているのです。我々はそのことを改めて認識しなければいけないと

思います。

　また、これらのタイプは、大学の選抜性とはあまり関係がありません。確かに、

選抜性が高い大学に「高同調型」の学生が多くなるという傾向はありますが、選

抜性が非常に高い大学であっても「疎外型」「受容型」の学生、あるいは「独立

型」の学生が多い傾向が見てとれます。どのような大学でも、こういった問題は

あるのです。

授業方法別の効果

　こうした学生のタイプによって、授業の効果も随分違っているようです。私ど

もは、体験した授業による学生の勉強時間の変化を調べました。１つ目は、厳格な

出席管理や中間試験・レポートを課すような統制型の授業。２つ目は、学生が興味

を持つように工夫した授業、理解するように工夫した授業、授業以外の指導を行

うこと。３つ目は、グループワーク、学生の発言を重視、レポートにコメント、こ

れは授業への参加を促すようなタイプの授業です。

　この３つの中では、明らかに統制型の授業は学生にプラスの効果をもたらして

いません。特に勉強時間に関しては、むしろマイナスの効果が出ているようです。

他にも、授業の工夫は統制型の授業

よりも効果が高く、さらに参加型の

授業の方が、勉強するきっかけをつ

くるという意味では、明らかに効果

があることが読み取れます。

　非常におもしろいのは、「疎外型」

に対する効果です。例えば、グルー

プワークは、「疎外型」の学生に対し

て非常に効果が高いということが読
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み取れます。これは、人文社会系の学生のみについての統計なのでもう少し細か

く分析する必要がありますが、ここで申し上げたいのは２つです。１つは、やはり

授業の工夫には意味がある。しかも、統制型に比べて参加型の授業というのは、

様々な点で効果がある。もう１つは、当たり前ですが、学生のタイプによって同

じ授業でもその効果が違うこと。こうしたことをしっかりとモニタリングするこ

とは、大学教育の改善を進める上での基礎的な作業として非常に重要になってく

るのではないかと思います。さらに学年別、専門分野別に分析していくことも同

様だと思います。

大学教育と職業のレリバンス
　次はレリバンスの問題です。先ほど申し上げた調査の中で、学生にとって「意

味のあった授業の条件」を聞きました。これはまったく単純な集計ですが、いく

つか分かることがあります。

　例えば、「教員が最先端の研究の成果を披露した」ことがよかったと答えた学生

は１割程度しかいません。しかし、多くの大学の先生は、我々がフンボルト型の

理念と呼ぶ、要するに「授業とは教員が研究室で研究した最新結果を示し、それ

に刺激を受けて学生が自分で勉強することだ」と考えているようです。非常に伝

統的な議論で、これはベルリン大学の創設者であるフンボルトによって言い始め

られたという話ですが、フンボルトはそんなことは言っていないと、シュライア

マハーという人が言っています。もう１つ、最近言われているのは、実はこれは

１８１０年のベルリン大学創設期ではなく、むしろ１９世紀末、あるいは２０世紀初めに

なってから、研究を重視する大学において「あまり教育を熱心にしなくてもいい」

という考えの言い訳として使われたのではないか、という説があります。話が逸

れましたが、大学の先生はフンボルト型の理念を信じている方が多いと思いま

す。これは日本だけではなく、ヨー

ロッパでも同様です。

教育―職業のリンク

　では、どういった授業が学生から

評価されているのか。１つは、確実

に学問の基礎を教える、あるいは学

問の意義を教えることについてはか

なり評価が高い。もう１つは、将来
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に役立つ実践的な知識・技能、資格

取得に役立つ情報やテクニックを教

えること。学生はこれを、非常に重

要な項目だと捉えています。さらに

もう１つ、将来のことを考えるきっ

かけを与えてくれた授業が高い評価

を受けています。これらは学生の意

見ですが、現代の大学教育のレリバ

ンスを考える上で、重要な手がかり

を与えてくれていると思います。

　それはどういうことかというと、確かに大学教育の役割は、職業に必要な知識、

それも具体的な知識を教えることです。言ってみれば、学校で専門的な学力の基

礎をつくり、それが専門知識に結びついて、将来的には職業で使っていくという

パターンです。これは一見すると非常に分かりやすい説明です。これを妥当だと

するのであれば、大学教育の目的は非常に明確になるわけです。具体的なことを

教え、その結果をテストし、それを評価・統制に使えばよいのです。確かにこれ

は、一部の専門領域には当てはまり

ます。特に医学や健康関連を学ぶ学

生は、こういった意識が強いことも

事実です。

　ただ、先ほど申し上げたように、

実はかなりの数の学生は、将来何を

したいのかがはっきりしているわけ

ではありません。先ほどの調査のよ

うなケースだけを考えてみると、そ

ういった学生にとって大学の授業は

ほとんど意味のないものになってし

まいます。実際に卒業生を対象とし

た調査を見ますと、大学で学んだ知

識そのものを卒業後も使っていると

いう人は非常に少なく、それは理工

系でも同様です。理工系でも大学教

育、特に３、４年で学んだことをそ
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のまま使っている人は、決して多い

わけではありません。

　さらに具体的な問題としてあるの

は、大学は社会ですぐに役立つこと

を教える組織である一方、研究も行

わなければいけませんから、役立つ

ことを教えることはそれほど得意で

はありません。また、職業上必要と

される知識は恒常的に変化し、産業

構造も同様に変化します。実際に大

学が細かい専門的・具体的な知識を

教えることによって社会に貢献がで

きるのかどうか、かなりの数の学生

にとって、これは大きな問題になっ

てくると思います。そういった意味

では、大学教育と職業とのレリバン

スを考える上で、先ほどのようなタ

イプだけを見て考えることは非常に危険ですし、現実的ではありません。

　では、現状でどういうことが起こっているのか。小学校、中学校、高校では各

教科の基礎学力をつけます。大学教育というのはこれまで、入試によって基礎学

力を測っていたと考えると、企業はそうした基礎的な能力、コンピテンスといっ

たものを期待しています。企業はその能力をベースに、企業内教育によって職業

に必要な知識に転化します。職業に必要な知識を教えるという意味では、むしろ

企業の教育機能の方がはるかに高かったのではないか、と思われます。

　特にこれまで続いた終身雇用を考えれば、企業内教育は非常に重要なポイント

になります。そうすると、企業内教育を理解する基礎学力が鍵となります。こう

なると、大学で何を学んだかよりも、大学以前にしっかりと基礎学力を身につけ

ている方が役に立つということに、おそらくはなっていたんだろうと思います。

　おもしろいのは、こうした考え方は日本特有だと思われていたのが、アメリカ

やヨーロッパでも同じように基礎学力が重視されることが最近になって認識され

てきたことです。これはなぜかというと、近年、特に若者のエンプロイアビリ

ティ（雇用され得る能力）が様々な場面で問題になり、そこから実際に雇用され

るためにはどういった能力が必要なのかということが問われ始めてきたからで
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す。こういったものは、ジェネリック・スキル、エンプロイアビリティなどと言

われ、様々な定義がありますが、私は３つの側面があると思っています。１つは批

判的・論理的な思考能力、２番目はコミュニケーション能力、３番目は意欲や熱意

です。実際の仕事に就く上では、こうしたことが非常に重要なのだと議論されて

いるわけです。

　しかし、ここで気をつけなければいけないのは、こういうことをあまりにも強

調してしまうと、これはそもそも大学がつくる能力ではなく、大学に来る前に身

につけるもの、もっといえば生得的な能力、あるいは家庭背景によっても決まっ

てしまう、ということです。これはかなり危険な考え方であると思います。

現代的レリバンス形成の条件

　重要なのは、大学は学生に対して何ができるか、そしてそれにどう着目するか

ということです。大学教育が学生のコンピテンスを形成する上で、どういう経路

でどういう意味で役に立つのか。積極的な企業が求める学生の資質、これが問わ

れると思いますが、こういうことを考えてみますと、次のようなモデルが考えら

れると思います。

　つまり、学校教育は教科学力・基礎学力を育て、高等教育はそれを専門知識に

つなげることを考え、その中で重要なものを仮に「専門中核学力」とし、それを

中心として専門知識技能と基礎能力を育てていく――こうしたプロセスが大学で

できればよいということです。学生にとってこのプロセスを経験することが企業

に入ってから大きな意味を持ち、企業でのＯＪＴやｏｆｆＪＴの際に生かされることに

なればよいと思います。

　大学の教育は、専門知識技能の基となる専門中核学力をつくり、基礎的な能力

をつくる、そしてこれらを有機的に関連づけるにはどうしたらよいのか、そうし

たことが問われるのだと思います。

そういう意味では、大学教育のモデ

ルといいますか、これはカリキュラ

ムの問題でもありますし、一種のペ

ダゴジーでもあると思います。ペダ

ゴジーとは、教育学、教育というこ

とです。どういった刺激（知識）を

与えることでどう反応し、それがど

のような能力に結びつくのか、ある
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いは知識と能力の間にどういう構

造・関係があるのか、そういったこ

とが問われるのだと思います。

　これは私の仮説ですが、現代的な

レリバンスをつくるため、そしてこ

れからの教育課程を考えていく上で

重要なことが３つあると思います。

１つは、言葉として練れていないの

ですが、専門分野を中心として、専

門中核学力と基礎的な能力、ものを考え、問題点を見つける、あるいはそれらの

基盤となる考え方です。それぞれの専門分野には特有の考え方があり、それらす

べてに共通する考え方自体が何かあるのではないかと思います。それはより細か

い専門知識の基礎になります。

　重要なのは、それを情報として知っているだけでなく、きちんと実用できるこ

とです。そのためには情報を疑ったり、批判したりするプロセスが十分含まれて

いなければいけない。あるいは、こうしたプロセスを教育の目標として明確に設

定しておく必要があります。

　先ほどの久保さんのお話にもコア・カリキュラムという言葉がありましたが、

この言葉はそもそもはちょっと違うコンテクストで使われていたので、しかも、

カリキュラムの問題では必ずしもないと思いますので、私は専門中核学力という

名称を使いますが、こういったものがこれからのカリキュラム、あるいは大学教

育を考える上で重要なポイントになってくるのではないかと思います。

　２点目として、自然科学の先生に日本の大学とアメリカの大学で授業のどこが

違うのかと聞きますと、実は教科書など形態的には非常に似ているそうです。カ

リキュラムもそれほど違わない。ただ、違っているのは、基礎の部分を徹底的に

やるか、そうではないかということです。また、学生の印象を聞きますと、日本

の学生の場合、授業で学んだことを試験などで紙に書くことはできるが、何をど

う学んでいるのかについては自分の口で表現できない、ということです。アメリ

カの学生はかなりそういうことができる。それはなぜかというと、一定の問題に

ついて常に質問したり、あるいは教師から質問されたりとインタラクションし

て、話すことを媒介にして学んでいるからです。そういった意味で私は、専門教

育の同じカリキュラムをやっていても、非常に違うアプローチがあるのではない

かと思います。それぞれの専門分野で非常に細かいこと、あるいは先端的なこと
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明確にし習得させること、それが社会生活とのレリバンスをつくる上でも、非常

にクリティカルなのだと思います。

　それと同時に基礎能力、コンピテンスをつくることも重要です。ただし、これ

らをつくることを目標とした授業というのはあり得ません。それは各教科の授業

でつくっていくしかない。例えば、授業の中で疑ったり批判したり、議論するこ

と、それ自体が実はコンピテンスをつくっているのです。そういう意味では、基

礎能力をつくることは、すでにプロセスができています。しかし、それを普段か

ら意識しなければいけない。それが単に偶発的にできているものだと考えるべき

ではないということです。

　３点目に重要なのは、学生にとって自分がどういったキャリアに進んでいくの

か、将来何をして、自分は社会の中でどういう役割を果たすのか、そのために今

受けている教育がどういう意味を持つのか、ということを常に意識させるきっか

けをつくっていくことです。

　このように考えてみると、ものを考え問題点を見つけるための基盤となる考え

方、あるいは疑う・批判する・議論する、あるいは個々の学習過程を通じて習得

するべきもの、または自分の将来像を知るように仕向けることは、これまで教養

教育の目標だと言われていたものですが、レリバンス形成の問題にはこれらがか

なり入っているのではないかと思います。

　現在の学士課程に関する議論の中で欠落しているのは、実は教養教育という言

葉ではないかと思います。これまでの教養教育は、いわゆる一般教育の科目とし

て捉えられていて、他の専門科目のように独立したものであり、しかも大学教育

全体として達成すべきものとの関係が明確ではなかった。その中身を考えると、

特に教養教育、リベラルアーツで達成されるべきものは、むしろこうした問題で

あったのかもしれません。専門教育

が教養教育的な機能を果たすことは

可能であるし、それは現実的な方向

としては十分に考える必要があると

思います。

評価・統制
　最後の問題は、評価・統制の問題

です。古典的な評価・統制というと、
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大学教育は先ほどのフンボルト型の

理念によれば、学問の自由はあり、

学習の自由もあって、学生はむしろ

干渉されるべきではない、教師が刺

激を与えて学生が自分で勉強するべ

きものだ、というのがもともとの思

想であり、さらにそれは大学の自律

性・自主性にも結びついています。

しかし現在はそれが批判され、それ

だけでは大学は成り立たないという

ことが言われています。

　実は、ベルリン大学の時代から政

府の統制は非常に強かったわけです

が、政府の統制というのは色々なイ

ンプットを統制することで質を保証

しようという考え方です。その後に

アメリカからアクレディテーション

（中間団体による相互保証）が出てき

ました。こうしたことによって、質

を保証していこうというものです。

　大学が教育を行い、教育インプッ

トを計測・評価し、それを大学自身

の教育にフィードバックする。これ

は大学自治モデルです。政府がイン

プットを評価し、これを大学に還元

する。これは政府統制モデルです。

さらにインプットを中間団体という

か、大学間の組織などが評価し、大

学に一定のフィードバックを与え

る、あるいは統制する。これがいわ

ゆるアクレディテーション・モデル

だと思います。大学の評価・統制と

いうのは、この３つの評価・統制モ
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デルで行われています。

　ただ、共通するのは、基本的にはインプットに着目していたということだろう

と思います。しかし、こうした伝統的なモデルは今、様々な意味で問題を抱え、

また批判されています。それはなぜかというと、基本的にはいわば仲間内で評価・

統制をしているので、どうしても身内に甘くなります。従って、高等教育を質的

にラディカルな方向へ向かわせていくことが難しい。そして、こうしたモデルの

どこが問題なのかというと、やはり結果を見てないからだ、という議論になりま

す。

　そこで今、「教育の成果を測定すべきだ」として、アウトカム・アセスメントが

大きな話題となっていて、１９９０年代からアメリカでこうした議論がかなり出てき

ています。ＯＥＣＤではアウトカム・アセスメントについてプロジェクトをつくり、

これから検討・試行しようとしています。ＯＥＣＤ加盟国の大学人は文句を言って

いるそうですが、各国の政府は熱心なところが多いということです。

　アウトカム・アセスメントは、大きく分けて２つあり、１つは学問領域別に達成

度を測定するというものです。測定方法は何種類もありますが、特にアメリカで

は発展しています。もう１つは、学生のジェネリック・スキル、先ほどのコンピ

テンスを測るようなものですが、アメリカで発表・使用しているものの他にも

色々あり、オーストラリアなどでも同様のものを試行しているようです。

　これを解釈してみますと、教育のインプットは必ず学習プロセスを生じさせ、

成果につながっていきます。成果を評価し、政府がそれを大学に対する統制につ

なげていく。これが１つの考え方としてあり得るわけです。例えばアメリカでは、

公立大学に対する補助金の最終検討項目に評価を入れている州政府が半数以上あ

ると言われています。日本でも学習成果の達成度を入れるということは、十分に

考えられるわけです。あるいは、学習成果を大学間の組織などの団体が計測・評

価して、それをデータベースとして公表することがあるかもしれませんし、大学

自身がそれを使うようなこともあるかもしれません。ただ、いずれにしても、イ

ンプットではなくアウトプット――学習成果を計測・評価し、それを統制につな

げていこうという考え方が今急速に出ているわけです。

　ただ、私はこう考えています。アウトカム・アセスメントは、それだけでは絶

対に意味がないと思いますし、何らかのアクションに使われることを想定してい

るからこそ意味があるのだと思います。それを政府が、あるいは大学自身が、あ

るいは団体が使うのか、それが非常に大きな問題です。その問題は実はあまり議

論されていません。
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教育成果評価の問題点

　専門領域別の試験について問題となるのはまず、評価結果に対して専門家が一

致・合意できるか、テストで学生の能力が本当に把握できるのかということです。

例えば、ＡＢＥＴ（Ａｃｃｒｅｄｉｔａｔｉｏｎ Ｂｏａｒｄ ｆｏｒ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｉｇｙ）という

アメリカの工学教育のアプリケーション団体がありますが、その団体は「形式的

な、測定できるような能力には意味がない、むしろ計測できない能力の方がはる

かに重要だ。学習プロセスが重要なんだ」ということを言っています。それから

イギリスでも、アウトカムを非常に重視する姿勢を見せています。その場合もテ

ストに還元することはせず、何らかの形で「こういった能力が望ましい」という

一種のステートメント、文書をつくり、それについて合意します。ここでもやは

り、学生の能力はテストで測れるようなものではない、というようなことを言っ

ています。

　また、一般能力試験、ジェネリック・スキルについてですが、これは様々な方

法があり、ある意味でどれもいい加減といいますか、様々な方法で測ることはそ

れなりに意味があるのかもしれませんが、アクションに結びつけることは非常に

難しいのです。例えば、ある１つの測定結果でもって予算配分に結びつけるよう

なことは、現実的にはまずできな

い。それからもう１つ重要なのは、

実はジェネリック・スキルが大学入

学前にかなり決まっていると言える

ことです。日本の大学入試は、少な

くともこれまでは、ジェネリック・

スキルを測る上でとても優秀だった

と言えないこともありません。

　実施上の問題としては、例えば、

学生全部に自分の将来に特に関係な

いような試験をやることが本当にで

きるのか、よりよく回答するインセ

ンティブがあるのかということで

す。アメリカの大学は様々な工夫を

しているようですが、実はこの問題

は非常に大きく、調査結果を大学自

身が改善に活用することはあるにし
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ても、それを政府が統制に使うこと

は非常に難しいだろうと思います。

　もう１つの問題は、結果をどのよ

うに質的改善につなげていくかとい

うことです。成績が良いか悪いかと

いうのは、試験の点数からは分から

ない。むしろ重要なのは、どういう

教育をしたら学生の能力が上がるの

か、ということだろうと思います。

そういう面から考えると私は、個別の大学だけではなく、一定数の大学が協力し

てプロセスを評価する、それをそれぞれの大学の改善に還元していくことが有効

なのではないかと思います。

　こうした学習過程のモニタリングでは、例えば学習行動、学習時間、授業との

関係を調査することが必要だと思います。特に重要なのは、大学時代を通じて学

生がどう成長するかは、単に授業だけで決まるわけではなく、学生が授業内容を

どう受け止めるのか、あるいは授業外の場面で何をしているかによって決まって

くるということです。そうしたことを含めて、きちんと学生の行動をモニタリン

グすることはとても重要だと思います。これについて、アメリカではすでにいく

つか先行研究があり、１つはＮａｔｉｏｎａｌ Ｓｕｒｖｅｙ ｏｆ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔという機関

が非常に大規模に行っています。

　日本でもいくつかの大学で研究者の方が試しておられますが、私どもでも一昨

年、去年と約４万８０００人を対象として調査を行いました。こうしたことを行うこ

とで、各大学がどのように違うのかということを把握でき、各大学での授業改善

の基礎データとしても非常に役立つのではないかと思います。例えば、各大学に

おいて違うアプローチで実験を行い、それを集約・発表することと同じ意味があ

るだろうと思います。他の大学ではどういうことを行い、どういった効果があり、

学生にどういう反応が出ているのかを知ることは、個々の大学にとっても非常に

大きな意味があるのではないかと思います。

変革への方向性
　今回のシンポジウムのテーマは「学士課程教育の構成と体系化」ということで

すが、今お話ししたことから、このテーマに関して何が言えるのかということを

申し上げたいと思います。
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　１つは、専門中核学力と私が仮に

名づけたものですけれども、専門分

野での基本となる知識や能力、ある

いは考え方、そういったことを中心

として考えることがやはり重要では

ないかと思います。それを習得す

る、マスターすることを目標として

位置づけること。さらにその発展形

として、具体的な学習を考えるとい

うこと。２つ目は、授業を行う過程で、基礎能力、意欲、論理性、コミュニケー

ションの力を身につけさせていくこと。３つ目は、学生の自己認識や社会認識、将

来の目標について、大学の４年間を通して形成できるようなプロセスをつくるこ

とです。そのためには、グループワークなどを使って学生を主体的に授業へ参加

させることが重要であり、その中で議論したりすることによって視野を拡大して

いくことが必要です。

　これら３つは一種の目標と言えると思いますが、少なくともこういったことが

重要だと思います。その時に、専門科目と一般教養科目という従来の対立関係と、

こうした目標との間にどのような問題があるのかということを、改めて考えるこ

とが必要だと思います。

　私が先ほど申し上げましたように、基本的には大学教育の目標は、専門中核学

力というのをもう少しはっきりと考えることが非常に重要だろうと考えます。そ

れから、基礎能力はそれ自体が教育目標ですが、それを目標としたカリキュラム、

あるいは科目があるわけではないので、個々の科目の中で基礎能力を育てていく

ことに努めることが必要です。

　そして、こうした過程の中ではやはり、学習の動機づけを行う様々なメカニズ

ムを導入していくことも重要だろうと思います。そのためには、１つは教育のガ

バナンスとして、専門課程など個別の教科だけではなく、大学の４年間を通して

何を達成すべきなのかという目標を大学全体ではっきりさせること。それから、

到達度や学習行動をモニタリングし、それを改善に活かすという一種のフィード

バックの体制をつくること。さらに、授業だけではなく、学生の学習行動自体を

サポートするような環境をつくること。こうした教育のガバナンス機能が非常に

重要な意味を持っていくのだろうと思います。

　これまでの教育は、学科や学部など細かい単位に分かれていましたが、基本的
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濬 にこれは研究を主眼とした考え方だということです。教育にはもう少し違う組織

をつくり、例えば、プログラムのようなものが必要だ、ということで議論されて

います。それはそれで重要だと思いますが、プログラムにしたところで、全体の

教育システムを把握し、改善していくための組織がどうしても必要だということ

です。それにはやはり、大学全体として位置づけることが重要であろうと思いま

す。また、学習過程に基づいた教育課程の設計も必要です。

　もう１つは、授業プラクティスですが、よく言われていますように、厳格な成

績管理、要するに学生がどう学習しているかということを把握することも重要で

す。一方で、学生の意欲的な参加、教員と学生のインタラクションをどのように

行っていくのかも、学生の視野拡大、学習への動機づけに対して重要な役割を

持っています。それをどのようにエンカレッジしていくのか、そこにむしろ、授

業プラクティスというか、教え方の課題があるのではないかと思います。言って

みれば、学生を参加させていく、学生の興味を引き出すことの方がはるかに難し

い教育上の問題だと思います。私自身も教えていますが、必ずしもできていると

は思っていません。しかし、これからの大学教員に問われるのは、むしろそう

いった視点になるのかなと思います。

　そのために何が重要かといいますと、学士課程教育全体のガバナンス、学習プ

ロセスのモニタリングです。アウトカム・アセスメントというよりも、私が当面

必要だと思うのは、大学教育がどのように学生に影響を及ぼしているのか、ある

いは学生のどのような行動につながっているのかということを恒常的にモニタリ

ングし、それを授業改善に結びつけていくことだと思います。そのためには個々

の熱心な先生だけではなく、学内全体の組織も必要だろうと思います。

　先ほどの調査では１２０大学について調査しましたが、私どもの１つの目標は、

全体を調査するのと同時に、各大学にその結果をお返しして、自学の改善に活用

していただくということでした。実

施してみてよく分かりましたが、こ

うした体制ができている大学は非常

に少なかった。学部長先生は必要だ

と思っているわけですが、調査結果

が返ってきてもほぼ何もできない、

何もしない。おそらく、それを有効

活用できる体制が大学組織の中にで

きていないのだろうと思います。
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　また、こうしたことは個々の大学で行うだけではなく、大学間で連携するよう

な中間組織をつくり、そうした組織が複数の大学をカバーする。そうすることで

大学ごとの違いを比較することができます。そして、そこに集まったデータが各

大学にフィードバックされれば、非常に重要かつ有意なものになるということで

す。

　繰り返しますが、私どもの行った調査には、約４万８０００人分のサンプルがあ

り、これだけあると専門領域別、男女別、高校での成績、あるいは学年別など様々

な方向から分析が可能になり、相当細かいところまで分かります。例えば、どう

いう授業プラクティスが、どういった行動を生んでいくのかという点まで分かる

ようになっています。

　最終的に制度・政策の観点から考えれば、日本の高等教育が転換点にあること

を示すことが重要なのだと思います。一方で、大学生の学力標準をつくるという

課題があります。私はこれについては必ずしも積極的ではありません。到達目標

を示すことは重要だと思いますし、それぞれの専門での中核となる知識の内容を

示す、到達目標についての合意を複数の大学間で行う、あるいは大学内で目標を

立てるといったことは非常に重要だと思います。ただ、一定の学力標準を前提と

して、テストなどによって学習成果を計測・評価できるのかどうか、学士課程が

抱える課題の解決に結びつくのかどうかということは、私にはよく分かりませ

ん。少なくともここで言えるのは、ここ数年の間にそれが実行に移されるとは思

えないということです。あるいは、もし仮にやるとすれば、相当ネガティブな影

響が出てくるだろうと思います。

　本当に必要なことは、学習プロセスに関する評価をきちんと行うことだと思い

ます。現在の日本では、学習プロセスに関する評価自体がほとんどできていない。

部分的に試行されてはいますが、システマティックに行われているかどうかは分

かりません。

　先ほど、評価・統制のあたりで申

しましたが、アウトカム・アセスメ

ントは、本当は基礎ができていなけ

ればいけない。その基礎として、大

学内のガバナンス、教育に関するガ

バナンスができていること、そして

大学自体が自分たちのやっているこ

とをきちんと評価し、教育改善に活
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かすプロセスをつくっていくことが必要です。私は、現状では必ずしもそれが完

成しているとは思いません。学習プロセスをきちんと評価し、それを改善に結び

つけるプロセスをつくる、その上でもしかしたら、アウトカム・アセスメントの

ようなものが可能になるかもしれません。そういう意味では方向感、距離感を

もって改革を進めることが必要だろうと思います。

　政府に対しては現在、アウトカム・アセスメントをやれという圧力が非常に強

いですから、大学もおそらくそうしたことを言われるでしょう。ただ、大学自体

があまり焦ってしまうと、実は改革と称しているものがネガティブな結果を生み

出すということも考えられないことではありません。外部に分かりやすくするた

めに、具体的な点数をつくらなければいけない、そのために授業が利用されると

いうように、マイナスの効果が生まれてしまう。そうなれば、長期的に見ると大

学教育の意味を貶めてしまうし、レリバンスを低めてしまう可能性もあるわけで

す。

　私は、大学の立場としては、特に学習プロセスの評価を自分たちできちんと

やっておくことが、当面求められている重要な課題であろうと思います。しかし、

こうしたことをより具体的に行っていくにはどうしたらよいのかについては、こ

れから議論されるのではなかろうかと思います。

　以上、大変 雑駁 な話で失礼いたしました。どうもありがとうございました。
ざっぱく
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第三部

パネルディスカッション

学士課程教育を
どう具体化するか

　　　【コーディネーター】

塚原 修一
（国立教育政策研究所 高等教育研究部長）

　　　【パネリスト】

金子 元久
（東京大学大学院 教育学研究科長）

川島 啓二
（国立教育政策研究所 高等教育研究部総括研究官）

日比谷 潤子
（国際基督教大学 学務副学長）

川嶋 太津夫
（神戸大学 大学教育推進機構教授）



　ご紹介いただきました、国立教育

政策研究所の川島です。トップバッ

ターといたしまして、「初年次教育の

広がりと学士課程教育」というタイ

トルでご報告させていただきます。

　まず、「初年次教育の広がり」とい

うことですが、広がりという言葉自

体に２つの意味があることをご承知

おきいただきたいと思います。１つ

は量的にそれが広がっているという

こと、もう１つは初年次教育のメ

ニューというか領域としてもそれは

多様化している、こうした意味があ

るということです。それはこれから

の話の過程でご理解いただけるよう

になると思います。

　今日は次のような構成で話を進め

ます（図１）。まず、いわゆる「審議のまとめ」における初年次教育の位置づけの

問題、それからメインとしては、当研究所で実施した全学部調査から得られた知

見についてご紹介させていただきたいということ。そして再び学士課程教育の話

に戻り、初年次教育と学士力との関係について私なりの考えを述べさせていただ

き、最後に課題と展望という形で結びたい、と考えております。

１． 「学士課程教育の構築に向けて」
　 における初年次教育の位置づけ
　「学士課程教育の構築に向けて」では、大学の取組として「学びの動機づけや習
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初年次教育の広がりと学士課程教育

川島 啓二
（国立教育政策研究所 高等教育研究部総括研究官）

報告１ 慣形成に向けて、初年次教育の導

入・充実を図り、学士課程全体の中

で適切に位置づける」と書かれてい

ます（図２）。ただ、どのように位置

づけることが適切であるかについて

は何も書かれていません。ですか

ら、「学士課程全体の中で適切に」と

いうことはどういう意味なのかを明

らかにすることが、我々に与えられ

ている課題なのだと認識していま

す。

　初年次教育というと、高等教育の

ユニバーサル化時代ということと

切っても切り離せない問題領域であ

ることは、皆様ご承知の通りです。

今、「大学全入」時代と言われます。

実際に全入という状況が生じている

わけではないとは思いますが、現在の高等教育の状況を表す象徴的な言葉になっ

ていると思います。

　つい先だって平成２０年度の学校基本調査の速報値が出たことは、皆様ご承知だ

と思いますが、そこで大学・短大進学率は５５％、それから大学（学部）の進学率

は４９.１％であるということが出ています。そういう数字が出ているということか

らも、ユニバーサル化という現象が非常に象徴的に表現されていると思います

が、ここで問題となるのは、学力のゲートキーパーとしての入試が、もはや機能

しなくなっている大学が増えているということです（図３）。

　今日の話の２つの柱にもなりますが、学力と意欲、学力だけではなくて学ぶ意

欲が非常に不足しているということが、それぞれの大学の現場において大きな課

題となってきていると思います。ただでさえ高校から大学という異なった環境に

移行し、適応するというのは、学生たちにとって大変困難なことであると思いま

す。こうなると、「学力が不足しているから学力を身につけよう」「意欲が足りな

いから意欲を喚起するような仕掛けをつくろう」という話がすぐに持ち上がりま

す。しかし、本当に必要なのは、「従来型の学力が身につけばよいのか」「従来型

の意欲、つまり選抜試験に担保された形での学習意欲を回復しようとするだけで
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十分か」と、大学全体で問い直すこ

とです。それから、学生や若者の意

識がこれだけ変化している今日です

ので、大学教育の在り方自体も問わ

れなければならないという問題も提

起できるのではないか、と思ってい

ます。

　少し話が前後しますが、初年次教

育とは何かということについて、こ

れも「審議のまとめ」にある表現を借りるならば、このように書かれております。

「高等学校や他大学からの円滑な移行を図り、学習および人格的な成長に向け、大

学での学問的・社会的な諸経験を成功させるべく、主に新入生を対象に総合的に

つくられた教育プログラム」。そうなると、今後はやはり、図４で示したような細

かい点について話を詰めていかなければならないと思います。「移行」とは一体何

なのか、「成功」とはどういうことを指すのか、「総合的」とは何をもってして総

合的というのか、「充実したプログラム」の具体的な中身はどうなっているのか、

「体系的に提供」とはどのように体系的なのか。こうした様々な問題を解き明かす

ことが、初年次教育に携わる人たちに突きつけられた課題であると思っていま

す。

２．日本における初年次教育の現状～全学部調査から～
　我々は平成１９年１２月に「大学における初年次教育の現状」について調査を行い

ました（図５）。この６年前の平成１３年に、私立大学協会に附置されている私学

高等教育研究所（私高研）で全私立大学の学部調査が行われました。平成１９年の

調査では、私高研の了解を得て、平

成１３年調査の質問紙をベースに新

たな質問紙を作成し、調査を行いま

した。

　図６は平成１３年当時のデータで

すが、これを見ても１９９０年代から

初年次教育を行う学部数が急速に増

えていることが分かります。我々は

こうした背景を踏まえながら今回の
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潺 調査を実施しました。

　こうした調査票を配布した場合、

しばらくの間は「こんな面倒くさい

ことをしてくれて」という雰囲気を

含んだお問い合わせをいただくこと

が多いので、数日の間は非常に私自

身ブルーな気持ちになるのが常でし

たが、今回の調査ではそうしたお問

い合わせが非常に少なく、お電話の

口調も非常に優しいものでした。そ

んなことから、実際に大学で学生と

向き合っている先生方にとって、初

年次教育の問題はかなり重要な問題

なのだと感じました。本調査の意義

（図８）については、ご参考までに読

んでいただきたいと思います。

　初年次教育の領域についてはこの

ような形で分類し（図９）、どのよう

な初年次教育が行われているのかと

いう問いを軸にしながら調査を進

め、集計しました。本来ならば、学

部類型別や設置形態別など、様々な

分析が可能ですが、本日は時間の関

係から、包括的な集計を中心にご報

告します。

　初年次教育を実施しているかいな

いかですが、これは実数表示で母数

が１４１９なので、１４１９分の○○という

ことで、大体のパーセンテージを頭

に思い描きながら見ていただきたい

と思います（図７）。

　スタディ・スキル系やオリエン

テーションというのは、日本の初年
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次教育において非常に一般的なメ

ニューだと言えると思います。ス

チューデント・スキル系やキャリア

デザインは、日本の初年次教育では

あまり取り入れられていなかったの

ではないかというのが私どもの予想

としてあったわけですが、こういう

数字の多少については判断が分かれ

るところなのかもしれません。とも

かく「スタディ・スキル系とスチュー

デント・スキル系との間にはこうい

う差がある」ということが調査結果

から出てきています（図１０）。

　それから実施形式ですが、これも

正課の授業として行われているのか

正課以外かということで、図１１の通

りです。専門教育への導入や情報リ

テラシーなどが正課の授業として取

り入れられていますし、スタディ・

スキル系も多いですが、一方でス

チューデント・スキル系やキャリア

デザインは正課の授業としては少な

くなっています。これは、こうした

ものが日本の大学の先生にとってま

だ馴染みが薄いというか、なかなか

とっつきにくい領域のものだという

ことが、調査結果として示されてい

るということです。

　それから教科書の使用（図１２、１３）

ですが、日本の大学には初年次教育

だけを専門とする先生がほとんどお

りませんので、そういうことを考え

ると、教科書の問題はプログラムの
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標準化の問題と裏腹の関係にあるの

だろうと思います。少し余談になり

ますが、平成２０年３月に初年次教育

学会が設立されまして、私も発起人

の一人なのですが、そこで感じたの

は、出版社からのアプローチが意外

と多いということです。やはり出版

社の方からすると、いわゆる初年次

教育関係の販路に少なからず期待さ

れている、ということがあるのかも

しれません。この中では、スタディ・

スキル系については、すでにたくさ

んの種類の教科書が出版されていま

す。

　要するにこの調査結果は、今後、

初年次教育の担い手がどういうもの

に寄りかかりながら授業を実施して

いくのかという問題を反映しているということです。初年次教育というのは、単

に高校・大学間の移行をサポートするだけでなく、学生自身がいかにして積極的

な学習の意義をその中に見いだしていくのか、という問題と密接な関係にあるわ

けです。ですから教科書を使うというのは、ある意味で非常にリスクがあること、

つまりパッケージ化された知識というものを与えることだけが初年次教育の目的

ではありませんので、そういう意味では相異なる両面の問題をはらんでいるわけ

です。

　教科書の種類ですけれども、大学が自主開発したもの、市販のもの、その両方

を使っているというように分類しました（図１４、１５）。これもまた先ほどの話と重

複しますが、要するに初年次教育で展開されているコンテンツというものが、ど

の程度まで外部化できるかということです。おもしろいのが、専門教育への導入

という項目で、予想通り市販の教科書が非常に多くなっています。この傾向は情

報リテラシーにしても同様です。また、スチューデント・スキル系やキャリアデ

ザインはまだ新しい領域と言えるので、今回はこれだけ低い数値になっていま

す。

　次にプログラムの提供組織ですが、これは結構大きな問題になってくるだろう
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と思います。調査では、学部が全て

のプログラムを提供している場合

と、そうではない場合で振り分けて

集計しました（図１６、１７）。「学部では

ない組織が全て提供」の数値を見る

と、自校教育やキャリアデザイン、

スチューデント・スキル系で高い数

値を示しています。やはりこうした

ものは、既存の学部教員にとってな

かなか担いにくいということが結果

として出てきています。

　また、図１８、１９は初年次教育を通

じて学生が習得するものの重要度に

ついて、各大学の学部長にお答えい

ただいたものです。「スタディ・スキ

ル系」「キャリアデザイン」を実施し

ているかどうかで区別し、グラフの

下に書いてある様々な能力について

重要であるか、重要でないかという

ことをお聞きしました。

　結果を一見して分かることは、実

施・未実施の双方でグラフの山の形

が非常に似ていることです。つま

り、少なくとも学部長の意欲の面で

は、スタディ・スキル系を実施して

いるところは、波及効果が等しく及

んでいるということが言えるのに対

して、キャリアデザインの方はほぼ

きれい線が重なっていて、突出して

いるのは将来の職業生活や進路選択

に対する動機づけというところだ

け、というおもしろい結果が出てい

ます。
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　このように大変多様な状況という

のが結果として出てきているわけで

す。初年次教育の中の目標達成とい

うのは、やはり基礎的なスキルを身

につけさせるのと同時に、学習意欲

や学習習慣の形成が基本になってく

ると思われます。しかし、それがど

のように関わっているのかという点

については、現在のところは並列的

にしか考えられないということが問

題です。つまり、構造化が未だにで

きていないということだろうと思い

ます（図２０）。

３．初年次教育と　「学士力」
　また、初年次教育が学士課程教育

とどのように関わっていくのかにつ

いては、例の「審議のまとめ」では

３つのポリシーを示しています（図

２１、２２）。

　初年次教育は基本的にカリキュラ

ム・ポリシーの中に入るのですが、

本文中のまとめの中では高等学校と

の接続の部分に入っています。ま

た、アドミッション・ポリシーとも

つながりがあり、４年間の学士課程

教育のまさに基盤を形成するという

意味ではディプロマ・ポリシーにも

つながります。こうしたことから、

初年次教育は３つのポリシーの中で

かなり重要な位置を占めていると言

えます。

　図２３の学士力の説明については
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省略させていただきますが、初年次

教育と学士力の関係は、言うなれば

学びの自己構築力のための基盤形成

という表現が適当かと思います。そ

して、そのためのスキル習得、学び

の転換を促すペダゴジー、アクショ

ン・ラーニング、ポートフォリオな

ど学習意欲を促すツールとその環境

の整備などが求められます。また、

自己の立ち位置を学士課程教育の中

で確認させること、そうした振り返

りの仕掛けが非常に重要になってき

ます。つまり、学生に対して、より

根源的な学習動機へのとっかかりを

与えることがとても大切になってく

るだろうということです。ですから

「学習者それぞれが自己の学習レリ

バンスをどうやって自覚し、構築していくかということを支援する教育プログラ

ムが初年次教育である」という言い方もできようかと思います（図２４）。領域的

な整理としては、例えば次のような整理の仕方も可能であろうかと思っています

（図２５）。

　日本の大学は、勉強を教えることについては得意ですが、社会性や様々な習慣

形成という点については、まだまだその成果を充分にあげるに至っていないと思

います。

４．課題と展望
　結局のところ、初年次教育という

のは、カリキュラム内だけの活動で

はないということです。大事なこと

は、「学力」と「意欲」が、それぞれ

個別の話としてではなく、循環する

回路というものを形成するような環

境をどのように構築していくかとい
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うことだと思います（図２６）。特に学士課程教育全体との関わり合いで考えれば、

関連プログラムとの連携、特にキャリア教育になります。また、自己の立ち位置

の確認でも、キャリア教育とのつながりが重要です。さらに、学士課程全体にお

ける教育方法の革新、学生の参加を促すような学習形態が形成されるかという問

題にもつながってきます。従来のような大教室での授業が否定されるわけではな

いですが、それらの組み合わせ方の工夫も求められています。これまでにあげた

問題を総合するものとして、初年次教育を含めた学士課程カリキュラムの構造化

が非常に重要になってくるのだろうと思います。

　ご理解いただきたいことは、学習意欲なり学習動機の問題をあらためて正面

切って対象化し、それをカリキュラムの中に位置づけようという試みは、これま

での日本の大学教育では経験のないことだということです。そこから得られる答

えが果たして、現在の学士課程教育が抱える問題にとってどれほど有効な回答に

なるのか。それが、我々に問われていることだろうと思います。

　本日はご清聴いただき、ありがとうございました。
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　ご紹介いただきました日比谷潤子です。よろしくお願いいたします。

　私どもは、平成２０年４月から教学改革をしましたが、それを１つの事例として

カリキュラム改革と学習目標の明示について、具体的な例をあげてお話しさせて

いただきます。全体の構成を最初に申し上げておきますと、教学改革の全体像に

ついて詳しくお話しすることは到底、時間の関係でできませんので、枠組みとい

うことで、今回の改革で何をしたのか、という骨子をまずお話しいたします。

　新しい体制になったために、非常に重要になってきた考え方の１つとして、ア

カデミックプランニングというものがあります。これが何かということを２点目

にお話ししたいと思います。さら

に、アカデミックプランニングを支

える組織を新設しましたので、それ

についても簡単にご紹介いたしま

す。最後に、これが主要なテーマだ

と思いますけれども、その中でどの

ように学習目標を明確化していくか

という試みについてご説明いたしま

す（図１）。

１． ICUの教学改革
　教学改革につきましては、いろいろなところで取り上げていただいていますの

で、ご承知の方々も多いと存じますが、ごく簡単にご説明いたします。これまで

ＩＣＵには、図２にありますように６つの学科がありました。入学する前に、第１

志望○○学科、第２志望○○学科と決め、そして試験を受けるなり、あるいは特

別入試、推薦入試、どの入口を通って入る場合にも、第１志望、第２志望の学科

を決めて、試験や様々な考査の結果、第１志望で合格したとか、第２志望で合格

したというような形で入っていました。従って、６つの学科の間に線を引いてあ
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カリキュラム改革と学習目標の明示
～ ICUの事例から～

日比谷 潤子
（国際基督教大学 学務副学長）

報告２ りますけども、ちょっとした壁が

あったわけです。

　ただ、私どもは元々が教養学部１

学部の大学ですから、従来から学科

間の壁はかなり低かったのです。他

学科の授業を取るために何か特別な

ことをしなければいけない、という

ようなことは一切ありませんでし

た。今日、打ち合わせの時に話題に

なっていたのですが、大きい大学では、コースの概要が書いてあるものも、他学

部のものはなかなか見られないということですが、それは自由でした。それをさ

らに、低いけれども存在していた壁はすべて取り払って、入学前に志望の学科な

り、志望の分野なりを、第１はこれ、第２はこれと示すことはやめたのです。

　現在のところ、入学後に３１のメジャー（専修分野）を用意しています。この中

のいずれかを選び、最終的にはそのメジャーを専攻し、卒業していく体制に変わ

りました。具体的なメジャーについては、本日の話にはあまり関係ありませんの

で、字が小さくて、ご覧になりにくいと思いますけれども、図２をご覧ください。

　ＩＣＵの初年次教育に当たるものは、次頁図３の全学共通科目の上にある英語教

育プログラムです。川島先生のお話にあったカテゴリーで考えると、スタディ・

スキル系に分類されることになると思います。１年次、２年次で同じ太さで両方に

またがっていますが、大半は１年次に終わります。この特徴は、スタディ・スキ

ル系の初年次教育なんですが、それを英語で行うところにあろうかと思います。

それから、一般教育科目も、これは１年から４年まで楔型などと言っていますが、

いつ取ってもよい科目です。その他に専門科目があります。この専門科目に、先

ほど申しました３１のメジャー、それ

ぞれに基礎科目と専攻科目が用意さ

れています。これらの科目は、構造

化されておりますので、基礎科目に

はすべて１００番台の番号がついてい

ます。後で歴史学の例を具体的にあ

げてご説明しますけれども、歴史学

ですと、ヒストリーの最初の３文字

を取ってＨＩＳとついていますが、こ
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のような分野を表すコードの次に、

例えば１０１とか１１０といった数字が

つき、基礎科目を表します。そして

専攻科目では、中級レベルになると

２００番台、学部としては一番上のレ

ベルになると３００番台というように

なります。

　それで、１年次は、基礎科目の部

分が相対的に見て、太くなっている

のがお分かりになるかと思います（図３）。１年生が入ってきた時にはまず、３１の

分野のうち、自分としてはこういう分野に興味があるというものに関する基礎科

目を選択します。最初から関心のあった科目の基礎科目を取ってみて、なるほど

自分はぜひこれをやりたい、ということになったら、基礎科目は２科目ほど、そ

の分野で取ればよいことになっています。２科目取って、これでいくということ

になれば、私どもは３学期制ですが、１年次の最後の学期には専攻科目２００番台

の中で、一番下の科目を取ることもできるようになっています。

　先ほど金子先生のご講演の中にも、入学する前には将来の希望が決まっておら

ず、入学していろいろな授業科目を取ってみて、将来を展望している学生が非常

に多いというお話がありました。そうだとすると、これまでのように、入る前に

これを第１志望、これを第２志望というのはあまりよくないわけです。このよう

なシステムにした最大の理由は、様々な授業科目を取ってそれで将来の展望を考

えたい、という学生たちの希望に最大限応えるようにすることがねらいでした。

　また、制度として自分のメジャーを選択して大学に申請するのは、２年次の終

わりです。「制度として」と言ったのは、心の中で決めるのはいつでも自由だから

です。１年次に基礎科目を取って、あらかじめこれがやりたいと思っているもの

が、「もうこれでいくんだ」ということになれば、その人にとっては１年の時から

それが自分のメジャーということになります。ただ、申請するのは２年の終わり

です。逆に多少の迷いがあって、あちこち探訪すること、探索することは奨励し

ています。とはいえ、そうやって見て回ったとしても、あまり遅くまで迷ってい

ると卒業できませんから、２年の終わりまでには決めてくださいということで、

この時期に設定しています。

　それで、３年次は選択したメジャーをさらに深めていく時期です。４年次は全員

必修の卒業研究があり、最終的には論文を提出して卒業していく。このような構
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　今ご説明した通り、現在のＩＣＵでは、入学後に専修分野を選択することになり

ます。選択肢は非常に幅広く、これは３１の中から選べるという意味で広いだけで

はなく、１つだけやるシングル・メジャーの他に、２つの分野を専修するダブル・

メジャーも可能になりました。あるいは、ダブル・メジャーほどではないですが、

２つ目の分野の重さを軽くするメジャー・マイナー（主専攻・副専攻）という選

択も可能になりました。それから、シングル・メジャーの場合は、メジャーの科

目は一定の単位数で卒業しますけれども、その分他に色々なことができるように

なります。例えば、英語以外の外国語を初級から学び、上級までかなりみっちり

勉強することができるようなプログラムも用意しましたし、あるいは、教職課程

の取得や留学など、様々な選択の幅があります。そのような高い自由度があるの

ですが、そうなると、学生自身が４年間の学びのプロセスをきちんと管理してい

くことが非常に重要になってきます。

２．アカデミックプランニング
　ものによっては、積み上げの学習が非常に重要という分野もありますので、先

ほど、あまりいつまでもふらふら

迷っていてはいけないと申しました

通り、入学直後から計画的に履修し

ていくことが重要ですし、大学に

入ってからだんだんと深めていけば

いいことではありますが、自分が何

をしたいのか、将来どういうことを

展望しているのかということに合わ

せて、自分で作っていくカリキュラ

ム、これを重視しています。そこで、

そのことをアカデミックプランニン

グ、自分でプランするのだ、という

ように表しているわけです（図４）。

　私どもは、昭和２８年の開学以来、

教員アドヴァイザー制度をとってき

ました（図５）。これは、現在の言葉

なら准教授、昔の言葉なら助教授以
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上の専任教員が必ず１人ずつ、１人

ひとりの学生にアドヴァイザーとし

て付く、というものです。

　アドヴァイザーは何をするのかと

いうと、履修の相談に応じる、これ

は各学期の履修登録をする時に、ア

ドヴァイザーがサインをしないと登

録ができない仕組みになっていて、

それぞれの学生の学習状況、ＧＰＡ

（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａｖｅｒａｇｅ）で示される成績などをモニターしながら具体的な履修

を決めていきます（図６）。それから、留学したいとか、場合によっては様々な理

由で休学しなければいけないといったような、個別の相談にも応じてきました。

必要があれば、カウンセラーのような専門家への誘導も行いました。

　今までは大抵、学科の教員がアドヴァイザーになりましたから、カリキュラム

上のことはよく分かっていたのですが、今度は入学者が何を専攻したいかという

ことが分からない状態でアドヴァイザーとなります。もちろん、色々な履修指導

は行いますし、教員もすべてのカリキュラムについてよく勉強することは重要で

すが、特にメジャー選択までの道のりについて、そもそもメジャー制度とは何で

あるか、２年の終わりまでに選ばなければいけない、そのためには何をしなけれ

ばいけないのか、というようなことに組織的に対応するための部署として、アカ

デミックプランニング・センターをつくりました。学生がここへ行くと、個々の

メジャーではどのようなことを学ぶのか、といった情報が提供されるわけです。

　もう１つ、このセンターで行っていることがあります。学生にアカデミックプ

ランニング・エッセイというものを書かせています（図７）。大学にいる間に１人

でＩ～Ｖの５つ書きます。これは自

分が何をしたいのか、ということを

文章化してみることで、自分の考え

を整理し、またはっきりさせ、「自分

で計画を立てるんだ」「プランニング

するんだ」という意識を持たせるこ

とを第一の目的としています。

　アカデミックプランニング・エッ

セイは常にセンターに保管されてい

��　　

澁

澀

ますので、実際にメジャーの選択に

ついて学生が質問に来た時には、保

管されているものを取り出して見る

ことができます。今はまだ１年生し

かいませんのでＩ番だけですが、学

年が上がるにつれて、Ⅱ番、Ⅲ番と

増えていきます。その学生のエッセ

イを見ながら、相談に乗るのです。

それから、このエッセイは教員アド

ヴァイザーにもコピーが渡されます。アドヴァイザーも、それぞれの学生がどん

なことを考えているのかを知ることができる仕組みです（図８）。

３．学習目標の明確化
　具体的なＩＣＵの教学改革は平成２０年４月からですが、教学改革本部ができて

準備を始めたのが平成１８年の春でした。さらにその前年から、どのように改革し

ようかという議論があったのです。その段階では今のようなメジャー制度にする

ということはまだ決まっていませんでした。

　いずれにしても、現在の新しい制度の中で勉強できる３１の分野が、もともとは

６つの学科に分かれて存在していたので、専修分野という点では同じだったので

すが、個々の専修分野ごとに教育内容と学習目標を明確に述べなければいけな

い、という議論が平成１７年にはすでに起こっていました。それはなぜかという

と、目標が明確に定義されていれば、学生がそれを達成できているかどうかを評

価することも容易になります。目標が設定されていないと、達成度も測れません。

　これを用意していた平成１７年の段階では、個々の学科の中に分野ごとのカリ

キュラム委員というのがいました。

その委員が各専修分野の使命やミッ

ションを再検討し、また「必要なら」

と書いていますが、これが非常に必

要で、目的や組織、履修要件と学習

目標を述べたものを提出するという

ことがありました（図９）。新しい制

度になり、カリキュラム委員という

名前がついた人はいなくなりました
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が、アカデミックプランニング・セ

ンターができる時、各学科の情報を

センターが集めて、センターで学生

に情報提供する時に使う、また冊子

にして学生にも渡すということにし

ましたので、全３１の分野がそれぞれ

のミッションと学習目標をつくり、

それをまとめてハンドブックにして

います。１つの例として、今日は歴

史学の例をお見せしたいと思います

（図１０、１１）。

　ミッションを果たすために、学習

目標としてどんなことがあるかとい

うと、歴史学では５つのことが設定

されています。１つは独自の問いを

立てられること、２つ目は歴史的思

考力を身につけること。それから、

リサーチスキルはどのような分野でも大事なことだと思いますが、歴史学ですの

で、特に一次史料、二次史料を収集、読解、分析、評価できること、あるいはそ

の中に発生するバイアスや推論を見分けること、といったリサーチスキルがあげ

られています。４番目は歴史学に限りませんが、コミュニケーションの能力。そし

て最後に、社会的責任ということが謳われています。

　それでは、このような学習目標が具体的に個々の授業の中でどのように実現さ

れようとしているのか、ということを最後にご説明したいと思います。

　これは（６０ページ、資料１）実は学内ｗｅｂにあがっているシラバスの抜粋です。

今年が改革初年度ですので、これは２００７年度のものです。現在ではＳＳ（社会科

学科のコード）は取れていますが、ＨＩというのはヒストリーです。そして１１３は

基礎科目、導入的な科目ということです。実際にはシラバスですから、もちろん

評価基準も明示されていますし、それから私どもは３学期制で、１１週が年に３回

ありますので、週ごとに何をするかということも全部書いてあります。

　これはよくある誤解ですが、学外の方から「ＩＣＵは全部英語で授業する」とい

うことをよく言われます。確かに最近できた国際教養学部ではそういうところも

ありますが、私どもはバイリンガルの大学なので授業は日本語で開講されている
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ものと英語で開講されているものがあります。日本史の教員についても、この例

にあげた教員は英語で開講していますが、日本語で日本史を開講している教員も

います。それは教授言語という形でＥとかＪというのがついて明記されています。

　そこで１１３番というのを見ると、近代日本の歴史ということが書いてあります

が、ここで具体的にこのコースの学習目標が何かということが示されています。

１番から４番までは、歴史の授業としての学習目標で、下の１番から５番までは

それに加えて、リベラル・アーツで、リベラル・ラーニングというものを非常に

重視していますが、もう少し汎用性の高い学習目標が示されています。

　ＳＳＨＩ２１３（６１ページ、資料２）ですが、現在は現代日本の歴史という科目になっ

ています。実は科目の内容は変わりましたが、学習目標は先ほどとほとんど同じ

です。最後に３００番台の上級科目（６２ページ、資料３）は、セミナー形式の授業

です。学習目標を見ると、先ほどとは少し違っていて、セミナー科目ですから、

ペーパーを書くことがメインとなります。一番下にページ数も書いてあります

が、もう少し違った書き方、また文献をかなり読みますので、批判的な読みをど

ういうふうにしていくかということを発展させるということが書かれています。

　このような具合に、今お話ししたようなことが３１の分野すべてについて用意さ

れるところまで、ようやくたどり着きました。大学として様々な分野を用意して

いますが、大学全体としての学習目標は何なのか、ということについては、これ

からの課題として考えていかなければいけないことかと思っています。

　それでは、ありがとうございました。
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　ただ今ご紹介にあずかりました、神戸大学の川嶋です。本シンポジウムのテー

マが「学士課程教育の構成と体系化」ということで、言ってみれば、３つのポリ

シーのうち、川島啓二先生が「アドミッション・ポリシー」 、日比谷潤子先生が「カ

リキュラム・ポリシー」、そして私に与えられた役割はおそらく「ディプロマ・ポ

リシー」、出口に関わったところでどのように学習成果を評価していくのか、とい

うことになろうかと思います。今日は、いわゆるアウトカム重視の教育の在り方、

またアセスメントの関係についてお話ししたいと考えています。

　まず構成です（図１）。これは、こういうテーマで私が話をしますよ、という形

の表現です。「これから高等教育の変化について話をします」「アウトカム重視の

教育について取り上げます」という

ように、教師が主語として構成がつ

くられている、ということです。

　しかし、アウトカム重視の考え方

は、ある授業が終わった時点で、学

生は何を理解し、何ができるように

なるのかと、きちんと到達目標を示

すということです。従って、本日の

シンポジウムに参加された方々の場

合は、高等教育の変化を理解でき

る、アウトカム重視の教育の重要性

を理解できる、という形できちんと

到達目標を示すのがアウトカム重視

の考え方です（図２）。ただし、こん

なにたくさんの学習成果を示すこと

はよろしくない、と非常に悪い例と

してご紹介させていただきます。
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１．高等教育の変化
　高等教育に今、何が起きているのか。この中にも非常にお若い方がいらっしゃ

いますが、私のように定年まではまだ少しあるものの、かなり年輩、あるいはマ

ス段階の初期に大学教育を受けた方も多いとお見受けしますので、そういう方々

から見て、当時の大学と今の高等教育で何が変わったのかということを考えてい

きます（図３）。

　その内容を見てみると、実に様々な変化が起きており、現在は知識基盤社会に

突入し、生涯学習社会という言葉が叫ばれています。また、あらゆる場面でユニ

バーサル化段階に入っています。そして、グローバリゼーションの中で人の移動

が激しくなり、物事にアカウンタビリティが求められているという中で、大学に

は様々なことが要求されてきています。

　高等教育を取り巻くこのような変化については、一種のパラダイムシフトが起

きていると言えるかもしれません。従来は、高等教育というのは教員中心、

ティーチング中心でした。ところが、現在は学生中心にものを考えていかなけれ

ばいけない。これまでは、ティーチングということが非常に重視されてきました

が、今は学生の学びが重視されてい

ます。先ほど、プロセスが非常に重

要だというお話がありましたが、イ

ンプットやプロセスに加えて、これ

からはアウトカムというものが重要

な意味を持ってくると思います。

　これまでは、教育の在り方や体

制、仕組みというものが、それぞれ

のディシプリンをベースにして行わ

れていました。しかし今後は、もち

ろん人材育成によってはシングル

ディシプリンの教育も必要ですが、

マルチディシプリン、クロスディシ

プリンの教育を考えていかなければ

いけないと思います。こうした人材

育成という観点からも教育の在り方

を考えていかなければいけません

（図４）。
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　それから、これまでの私たちの学

びの場というのは、主として大学、

あるいは大学に至る初等中等学校で

の学習が中心でしたが、ここにきて

生涯学習の時代の到来という、一種

のパラダイムシフトが起きつつあり

ます。

　このような中で高等教育の在り方

は、教員が知識や技能をどれだけ教

えたのかということではなく、学生

がどれだけ学んだのか、何ができる

ようになったのかという観点で考え

ていかなければなりません。つまり

学生に対して何ができるようになっ

てほしいのか、いわゆるＩｎｔｅｎｄｅｄ 

Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｏｕｔｃｏｍｅｓ（ＩＬＯｓ）（図５）

です。そうした観点から、教育の在

り方をもう一度再構成する必要があります。

２．アウトカム重視の教育
　アウトカム重視のアプローチは、それぞれの大学、あるいは学部などが関与し

て、「どのような人材を育成したいのか」「その大学の理想的な卒業生はどのよう

な人間なのか」という観点から教育の在り方を考えることが、すべての出発点に

なります。従って、ある大学の卒業生はどういう属性、アトリビュートを持って

いるのかということが示されるわけ

です。

　この属性の１つの考え方として、

ベンジャミン・ブルームというアメ

リカの心理学者が考えたタクソノ

ミーがあります（図６）。認知的な領

域――知識の領域、知識や理解の領

域、それから情意的な領域――関

心、意欲、態度、そしてサイコモー
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ター、つまり行動の領域です。これ

らを軸に、それぞれの大学の卒業生

は、何を知っている、何が理解でき

ていなければならない、何に関心を

持っている、何ができるようになっ

ている、ということを明確に示すこ

とが、アウトカム重視のアプローチ

なのです。

　アウトカム重視のアプローチにお

けるアセスメントの位置づけですが

（図７）、まず最初に考えなければい

けないのは、学生がある一定の学習

を経た後に期待される学習成果、で

きるようにならなければならないこ

とを明確にすることです。ただし、

これはあくまでも、大学や教員の側

から学生に対して期待することで

す。従ってＩｎｔｅｎｄｅｄという形容詞が

ついています。その次に考えなけれ

ばいけないことは、こういう学習成

果を学生が獲得・達成するためには

どういう教育、あるいは学習経験が

必要なのかということで、Ｔｅａｃｈｉｎｇ 

Ｌｅａｒｎｉｎｇ戦略（図８）を考えていく

ことです。最後に、結果として学生

がどれだけできるようになったのか、ということをアセスメントしていきます

（図９）。重要なことは、期待される学習成果と、それを実現するために求められ

る様々な教育・学習経験・環境と、それからアセスメント、これらが整合性を持っ

ていることです。

　極端な話ですが、例えばコミュニケーション能力について考えた時、大勢の人

の前で、メモを見ずに１０分間パブリックスピーチできるというラーニング・アウ

トカムズを求めた場合、単にテキストを読むとか講義するだけでは、当然ながら

期待したラーニング・アウトカムズを学生が獲得することはできません。あるい
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は、同様のアウトカムを求めた場合、最後のアセスメントが単なるペーパーのみ

で、「あなたはできるようになりましたか」とチェックするアンケートで終了する。

これでは本当にラーニング・アウトカムズが達成できたかどうかは分かりません。

３．学士課程教育のアウトカムズ
　高等教育においてはラーニング・アウトカムズ（図１０）と呼ばれたり、それか

ら金子先生がご紹介したコンピテンスとか、グラジュエート・アトリビュート

――その大学の卒業生の持っている属性、アトリビュートあるいはケイパビリ

ティ、また、我が国では経済産業省

が提唱する社会人基礎力、中教審で

議論されている学士力など、高等教

育、特に学士課程を通じて何を身に

つけさせるのかについては、様々な

呼称が使われています。

　それでは今、どのようなアウトカ

ムズが求められているのかという

と、特定の学問分野・職業分野で必

要なコンピテンスやアウトカムズ

（図１１）というものよりは、むしろ非

常にジェネリックなコンピテンス、

職業分野や専門分野に拘わらず共通

して求められるラーニング・アウト

カムズなのだと考えています。

　その１つの例として、「学士力」が

提案されています（図１２）。誤解があ

るかと思いますが、ここで示すのは

あくまでも参考指針として中教審が

提案しているものであり、基本的に

は各大学がそれぞれのミッションに

基づいて、自らの大学の卒業生像、

求めるアウトカムズを考慮しながら

つくっていくことが大切です。

　ラーニング・アウトカムズの定義
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ですが（図１３）、少し分かりにくい日

本語訳ですけれども、「学習者が一定

期間の学習を終了した時に知り、理

解し、できるようになることが期待

されることについて表明されたも

の」。これがラーニング・アウトカム

ズです。

　ラーニング・アウトカムズは以下

の要件を満たす必要があります。「ス

マート（ＳＭＡＲＴ）」（図１４）と呼ば

れていますが、１つはＳｐｅｃｉｆｉｃ、非常

に具体的でなければならないこと。

あまり抽象的な記述だと、最後のア

セスメントで大変困ることがありま

す。次にＭｅａｓｕｒａｂｌｅ、測定可能であ

ること。そしてＡｃｈｉｅｖａｂｌｅ、どれほ

ど高邁な目標を掲げても、それが学

生、少なくとも平均的な学生にとって達成可能な目標でなければ意味はありませ

ん。次にＲｅｌｅｖａｎｔ、これは職業上のＲｅｌｅｖａｎｔ、また学習上のＲｅｌｅｖａｎｔが重要だと

いうこと。最後にＴｉｍｅ Ｓｃａｌｅｄ。ある一定の時間軸や期間の中できちんと獲得でき

ること。これらの要件を満たすことが求められます。

４．アセスメント
　そして、アセスメントです（図１５）。アセスメントを日本語に訳すのは非常に難

しいと言われますが、アセスメント

とエバリュエーションともに、日本

語では「評価」と訳されることが多

いようです。色々な定義の仕方があ

りますが、アセスメントというのは

何かといえば、学生が学習したこと

をどのように確認するのか、事前に

掲げた学習成果を獲得したことを

どのように証明するのか、というこ
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とです。

　これは私の考え方ですが、アセスメントとエバリュエーションの違いを考えて

みると、アセスメントは、学生の学習状況について、様々な方法を使って情報を

集めることであり、エバリュエーションは、アセスメントの結果を解釈し、必要

な意思決定を行うこと。そして、まだ十分達成していないとなれば、そのために

必要な支援を行う、あるいは改善を行うことです。

教育・学習・アセスメントの整合性

　アウトカム重視の教育におけるア

セスメント（図１６）は、学生の学習

を支援することであり、大学側の視

点では教育の質を向上させること、

学習成果が獲得できたかの確認とな

ります。学習成果を証拠として示す

ためには、いくつかのアセスメン

ト・タスクを選ぶ必要があります。

　１つの問題は、アセスメントと成

績評価ということですが、アウトカ

ムズの観点からいうと、アセスメン

トは相対評価ではなく絶対評価で

す。○○ができる、○○が理解でき

る、それならば合格というレベルに

ラーニング・アウトカムズを設定し

ます（図１７）。そのためには評価基準

を詳細に定める必要があります。ご

参考として、これはＡｌｖｅｒｎｏ Ｃｏｌｌｅｇｅ

のコミュニケーションのスキルにつ

いてのルーブリック――評価基準で

す（図１８）。

アセスメントの動向・実際

　ラーニング・アウトカムズを設定

するためには、アセスメント・マッ
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プ（図１９）をつくる必要があります。

つまり、それぞれのラーニング・ア

ウトカムズについて、どういったア

サインメントを通じて達成できたか

をチェックするためのマップです。

　これはアメリカのカリフォルニア

州立大学ロング・ビーチ校のもので

すが（図２０）、ここにアセスメント・

タスクがいくつかあります。中間テ

ストや宿題、チームワークなどにつ

いてアセスメント・タスクをつくり、

学習成果を評価します。それぞれの

アセスメント・タスクの中で、どう

いったラーニング・アウトカムズを

アセスメントするのかは横軸に書い

てありますが、問題を解決する力、

課題を区別する力をどこで評価する

のか、ということなどです（図２１）。

　基本的に、個々の学生の学習を支

援するのがアセスメントですが、大

学全体から考えると、それは１つの

質保証のサイクルの要素となります

（図２２）。大学としてラーニング・ア

ウトカムズを設定する。そして、そ

れを獲得するための学習機会を構築

し、学生に提供する。その中できち

んとラーニング・アウトカムズが達

成できたかアセスメントを行う。必

要ならばさらなるアクションを取

る、という形で循環しています。

大学評価・大学の質とアセスメント

　大学評価については今後、「質の保
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証」が重要な意味を持ってきます。

　先ほどの金子先生のお話にありま

したように、インプット、プロセス、

アウトプット、アウトカムズ（図

２３）、色々な点で大学教育の質の評

価がなされるわけですが、インプッ

トというのは、言ってみれば大学の

潜在的な能力を評価しているに過ぎ

ません。また、プロセスやアウト

プットも、教育の間接的な成果や質を示しているに過ぎません。アウトカムズの

観点から見ると、最終的に学習成果がきちんと身についたかどうか、学生が身に

つけた知識やスキル、態度、価値観などをきちんと直接評価していこうという形

になろうかと思います。

　また、インプット、プロセス、アウトプット、アウトカムズそれぞれについて、

アメリカではＳＡＴ、ＮＳＳＥ、ＭＡＰＰなど様々なツールが開発されています。さら

に、金子先生のグループで開発されたようなツールもあります。これからは、そ

ういったものを使いながら、常にインプット、プロセス、アウトプット、できれ

ばアウトカムズまできちんとモニタリングしていくことが求められていきます。

　アセスメントには間接的なアセスメントと直接的なアセスメントがあります

が、今後の傾向としては、次第に直接的なアセスメントに変わってくるのではな

いかと思います。

　現在、アメリカで議論されているＣＬＡ共通テストによるアセスメントの例です

が、「１年生ではこの程度のスコアだったのが、卒業時点ではこれだけスコアが上

がりましたよ」ということを公表しようとする動きがあります。当然ながら、こ

れには様々な問題が出てきています。大学評価の時に、今後は学習成果をできる

限り直接証明する。また、教育活動だけではない大学の様々な活動を目に見える

形で社会に示していくということが、大学には求められるのではないかと考えて

います。

５．振り返り・自己アセスメント
　私の２０分足らずの話をインプット、プロセス、アウトプット、アウトカムズと

いう一連の流れに置き換えてみますと、会場の方々には学習目標がきちんと達成

できたかどうかチェックしていただき（次頁、図２４）、できれば合格であるという
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ことで修了証書を差し上げます。

　これは、あくまでも間接的な自己

アセスメントですので、実際の教育

現場で行う場合は、皆様（学生）に

きちんと理解できているかどうか

しっかり説明していただかないと、

私としては修了証書を差し上げられ

ないということになります。

　以上、少し駆け足になりました

が、私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。後日、

ご質問、ご意見などありましたら、下記までご連絡ください。
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【塚原】　最初に、各先生方に１つずつご質問したいと思います。川島啓二総括研

究官からは初年次教育のお話をいただきました。その中で、初年次教育の機能の

面について丁寧なご説明がありましたが、学士課程教育の構成を考えた時に、組

織とか学士課程のカリキュラムの中でそれがどのような位置づけになるのか、あ

るいは今後なっていけばよいのかということについて、お答えいただきたいと思

います。

【川島】　カリキュラムと組織についてのご質問ということでよろしいわけです

ね。現在の大学の１２４単位という枠の中で、初年次教育をどのように入れ込んで

いくのかということは、理論的・理念的な問題であると同時に、各大学の事情、

それはある意味で政治的と言ってよいのかどうか分かりませんが、そういった問

題も含めて考えなくてはなりません。しかし、大事なのは、大学教育が学生に

とって意味のある学びとなり、それがきちんと学習成果につながっていくという

ところから逆算して、どういったカリキュラムが必要なのかということを、各大

学で議論していくことです。これらを経て実現にこぎ着けていくということが、

あるべき道であろうと思っています。

　それから、組織の問題についてですが、これは今後の大きな問題になっていく

のではないかと思います。調査結果の中でもご紹介しましたが、従来のファカル

ティがいる学部という組織だけでは対応できないのならば、別の仕掛けを考えな

ければならない。その時に、本日色々とお話に出ているプログラムベースで物事

を考えていくという方法と、それがどう絡み合うのかということも含め、これも

また月並みな言い方になりますが、各大学の実状に応じた実施組織の在り方や、

その実効性を追求していくことになるのではないかと思います。具体的にどう

いったモデルがあるのかということについては、先ほどご紹介したように私ども

も学会をつくりましたので、こうしたモデルを整理することに努めてまいりたい

と思っています。

【塚原】　それでは、日比谷潤子先生にお願いします。川島研究官のお答えとの関
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係から考えて、初年次教育と言うかどうかは別にして、ＩＣＵにはすでにしかるべ

き組織がありますので、そのことについて手短にご説明いただきたいと思いま

す。また、カリキュラム改革の話ですから、本来ならば「うまくいっていますか」

と質問したいのですが、まだ１年目ということでもあり、その質問には答えにく

いと思いますので、それに類することをもう１つお聞きします。というのは、お

話のように学生の自由度を高めると、学生の希望が少数のコースに集中してし

まったり、反対にあるコースには少数の学生しか来ないということがあり得ると

思います。そういった可能性については、どのように考えておられるのでしょう

か。

【日比谷】　最初のご質問は、先ほどお話しした英語教育プログラムについてだと

思いますが、英語教育プログラムを担当する教員というのは、その大半が英語教

育課程というところに所属しており、独立した組織となっています。それでよろ

しいでしょうか。

　それから２点目ですが、学生たちが最終的に何をメジャーして卒業していくの

だろうということは、人ごとのようですけれども、不安でもあり楽しみにもして

います。あまり詳しく説明しませんでしたが、入学が決まった学生に対して、ア

カデミックプランニング・エッセイというものを３月の終わりに提出してもらい

ました。ここではもちろん文章を書くのですが、その他に「これは何の拘束力も

持たないけれども、今の時点であなたはどの分野をメジャーしたいと思います

か」と上位３つを書いてもらいました。ふたを開けてみ ると、１位は私どもが予測

していた通り国際関係論で、予想以上の数になりました。ただ、２位を見ると、意
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外と学生は多様なのかなという気がしました。誰もそれが２位になるとは予測し

ておらず、当のメジャーの教員も喜ぶと同時にびっくりしたのですが、それは哲

学・宗教学でした。そして３位が確か心理学だったと思います。これもある程度

予想通りでした。入学から１年後に、もう一度同じ質問をしてみてどうなるかは、

今のところは分かりません。

　ただ個別に申しますと、私は現在も教員アドヴァイザーをしていますので、オ

フィスアワーには多くの学生が相談に来るわけです。入学してから３カ月後くら

いに話した学生の中には、「入学前は何となく国際関係論に丸をつけたけれど、も

うやめた」と言った人がいました。入学前にイメージで「ＩＣＵに行くのだから国

際関係論かな」と思っている人でも、うまくやっていけばそれなりに自分本来の

興味が見つけられるのかなという期待もあります。

　ただ、それだけではあまりにも甘いので、メジャー選択要件というものを設け

ています。学生が希望するメジャーに進みたいと思った場合、英語教育プログラ

ムの成績や一般教育科目の成績に言及することはできませんが、例えば、数学を

勉強したいとなったら、数学の基礎科目を取ってほしいというのは当然あると思

います。進みたいメジャーについて、例えばその分野の基礎科目を２つ取って、

その平均成績がＧＰＡで２.５以上とか、あるいはＧＰＡの要件はつけないけれども、

その分野の基礎科目を取って不合格がないこと、といった条件はつけられること

になっています。学生がたくさん来そうだと考えているメジャーでは、結構ハー

ドルを高くしました。一方、たくさん要件をつけて学生が集まらなかったら大変

だと思っているメジャーは、「なし」という選択肢もあります。一度はメジャーと

して選択要件を提出したものの、他のメジャーの要件を見たら心変わりしたとい

うように、色々な騒ぎはありましたが、一応こうした選択要件を設けています。

ですが、それがどのくらい効果を見せるのかというのは、もう少し時間が経たな

いと分かりません。

【塚原】　ＩＣＵでは、入試については何か変化がございましたか。

【日比谷】　入試は特に変えていません。ご存じかと思いますが、もともと本学の

入試には知能テストみたいなものがあります。それから英語があります。それ以

外に、受験者全員を対象とした人文科学考査というのがあります。加えて、社会

科学考査か自然科学考査を選択するようになっており、従来、理学科に進みたい

という人は自然科学考査を受けなければいけなかったのですが、どの方向に進み

たいかは入試の段階では分かりませんから、現在はどちらでも選択することが可

能です。その意味では、入試と入学後はリンクしていません。
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【塚原】　それでは、川嶋太津夫先生にお聞きします。今日のお話はとてもきれい

な枠組みでなされたと思いますが、これを現実のものにすることを考えた時に、

例えば日本国内でそれに関わるような動きが何かありますでしょうか。

【川嶋】　これは「審議のまとめ」にもございますし、他の方のご報告や、久保審

議官のお話にもありましたが、１つは大学人の共同作業ということで、日本学術

会議の中で、それぞれの分野で共通する最低限身につけるべきもの、学ぶべきも

のについて審議することになっています。

　それ以外にも私が期待するのは、単一の大学や大学間の共同体といった様々な

形で、自主的・自律的に内容を考えていってほしいし、いくべきであろうという

ことです。つまり、中央教育審議会や文部科学省が何か考えてくれるだろうとい

うのではなく、プロアクティブに様々な共同作業を通じて実質化する、ラーニン

グ・アウトカムズをきちんとつくっていく、あるいはそれをきちんとアセスする

ようなツールを開発していくことが必要です。金子先生のところで実施した４万

８０００人の調査にしても、各大学の賛同を得て実施されているわけですが、今後は

こうした活動をサポートしていくような恒常的なシステムをつくることが必要で

あろうと思います。とにかく、これからの大学人、大学コミュニティは、日本の

教育の質を高めるために様々な取組を進めていく必要があるだろう、ということ

ぐらいしか私は頭にありません。

【塚原】　ありがとうございました。それでは金子元久先生にお聞きします。金子

先生にはすでにフロアから質問が来ていますので、それと重複しない質問をさせ

ていただきます。先生のご報告の中に、教育と職業のリンクに関する統合モデル

がありました。高等教育の内容に基礎能力、専門中核学力、専門知識技能があり、

職場の中にもそれに対応する基

礎能力など３つの能力がありま

した。これらのうち、高等教育

で身につける能力は、大学から

職場へスライドできるようなも

のと考えるべきなのでしょう

か。それとも、例えば、高等教

育における専門中核学力と、職

場において期待されている専門

中核学力はやや違いがあり、そ

こに加工なり変換が必要だと考
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えるのか、どちらのイメージで

しょうか。

【金子】　私が先ほど申し上げた

かったのは、非常に細かい職業

的な知識がそのままトランス

ファーされるのではなく、もっ

と基礎的なものの考え、あるい

はコンピテンスといいますか、

中核能力のようなものが使われ

るのだということです。ただこ

れまでの日本では、基礎能力と

いいますか、非常にジェネリックなコンピテンスのようなものを期待する企業が

多かったと思います。大学においては、専門分野において基礎となる考え方や中

核となる考え方がどれくらいできているのかということもやはり重要で、企業で

もそういったものが要求されるのではないかと思います。経済産業省などでは、

ジェネリック・スキルで論理力とかそういったものがあたかも抽象的に成立する

かのごとく議論しています。私は、抽象的なジェネリック・スキルというのは、

実はあまりないのではないかと思います。論理的な力もやはり、実体験を通して

鍛えられた思考力から生じているので、そういった基盤がなければ論理的な思考

能力は育たない。あるいは意欲や関心についても同様だと思います。何らかの専

門的な知識を習得することは、例えば企業がそれとは違う分野を専門とする場合

でも、実際の現場では応用が利き、役に立つのだと思います。

　また、これは特に理系に関してですが、現在の社会では専門分野で必要となる

能力の基礎をなす力や思考能力が強く問われていると思います。企業の人からよ

く言われるのは、学生たちは細かいことばかり学んでいて、むしろ専門分野で共

通の基盤となる知識が習得できていないのではないかということです。そうした

意味ではやはり、一定の領域の中での専門中核学力というのがトランスファラブ

ルであると思います。

【塚原】　ありがとうございました。今の点について、パネリストからご発言がご

ざいますか。

【川嶋】　金子先生のお話はその通りで、現状では、例えば「ジェネリック・スキ

ルが重要だ」となると、大学ではそのための授業を別置するというか、アドオン

でつくられるという傾向があると思います。そうではなく、教養科目なり専門科
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目などそれぞれのコンテクストの中できちんと教えていくという、そういう根本

的なことが重要だろうと思います。よく言われているのは、カリキュラムに埋め

込んだ形で、それぞれの分野の専門知識だけではなく、基礎をなす能力もきちん

と教えること。おそらく先生方は従来から実施されていると思うのですが、普段

からそれを強く意識して、学生に、そして社会にも分かるような形で育成するこ

とが重要だろうと思います。　

【塚原】　ありがとうございました。そろそろフロアからのご質問に移りたいと思

います。それではまず、金子先生へのご質問からお願いします。

【司会者】　お待たせいたしました。大変たくさんのご質問をいただきまして、こ

ちらの方であらかじめ取りまとめさせていただきました。学士課程教育をプロセ

スの観点から改善していく時のヒントについて、学生に対する仕掛け、それから

学内組織に対する仕掛け、それからプロセス評価に関するご質問などがたくさん

ございました。

　その中から特に、次のようなご質問をいただいております。「教育の効果が現れ

るには、それなりの学習量が必要です。１時間の教室内学習に対して、２時間の教

室外学習が行われるようにする仕掛けが不可欠だと考えられます。教室での学習

の質を高めるためには、１つの講義を５０分にして週２、３回実施するように変更

することが望ましいと思います。アメリカでは行われているのに、日本で無視さ

れている理由はなぜでしょうか」というご質問です。

　２つ目のご質問として、「当面必要なことは、プロセス評価であるというお考え

に大変共感いたしました。具体的にどのような例があるのかご教示いただければ

幸いです。基礎能力が専門中核学力の形成プロセスで 涵養 されるということであ
かんよう

れば、いわゆる教養教育、全学共通の教養教育の必要性についてはいかがお考え

でしょうか」。

　３つ目は、「学士課程教育の改善を図るためには、教員組織はどのようなものが

理想的なのでしょうか。所属大学は文学部のみの単科大学なのですが、全学科に

共通する科目を担当する教員の組織を残した方がよいのか、各学科に分属させる

べきなのか、大綱化以来の問題が改めて持ち上がっています。所属大学の個別的

事情はともかく、一般論としてご示唆いただける方向性がありましたらご教示く

ださい」。

　最後に、「到達目標は重要だが、目標を標準化したテストは大学にとってネガ

ティブな影響がある、との指摘に賛成します。ただ現実として、大学がプロセス

を自律的に評価して教育に活かすというのはかなり難しいことも指摘されていま
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す。また、テストなどは外部的なショック療法として導入される可能性もありま

す。私はそれに賛成だとは思いませんが、プロセスを測るテストが出てきた場合

は、歓迎する大学もあるのでしょうか」というご質問です。

【金子】　大変おもしろい、重要な質問ばかりでありがとうございます。まず最初

のご質問ですが、課外学習が必要である、あるいは同一科目であれば週に２、３時

間として集中した方がよいのではないかというお話ですが、まさにそうだと思い

ます。なぜ日本でできないのか。やはり日本は、授業の科目数が多いという事実

があります。アメリカのカリキュラムと比べても、特に専門課程で多くの科目が

あり、これは先生方の中に自分の研究分野を使って学生を刺激しようという考え

が残っているからだと思います。学生に何を習得させるのかという発想からス

タートすれば、それほど多くの科目は必要ありません。そういった意味で、一定

の専門科目の中で何が共通して必要なのかを考え、それをとにかく学生に習得さ

せるという思考が重要です。そのためには、先生方に「授業は個々の先生の持ち

物ではなく、教育課程の一部、プロセスの一部である」ということを理解しても

らい、それを意味づける制度もしくは組織をつくっていくことが必要ではないか

と思います。課外学習はそうした中から自然と出てくるもので、大学側が「この

知識・情報を習得する必要がある」ということをはっきりと示すことで、学生に

も家で勉強する意味が伝わると思います。現在のように非常に科目が多い中で機

械的に出席を強要すると、むしろネガティブな結果が出るということは、私ども

の調査にも現れています。特に理系では出席を強要すると、家で勉強をしなくな

ります。まずは、何を到達目標にするのか、その中のコアがどこであるのかとい

うことを明確にし、それが教育プログラムの目的だということを学内全体で理解

することが重要なのではないかと思います。

　２番目のご質問で、プロセス評価というのはどうやってやるのかということで

すが、これは私どもが現在調査・分析をしています。重要なのは、我々が分析す

るだけではなく、各大学にその結果を使っていただくことですが、まだ始まった

ばかりですので、なかなかご理解いただけていないと思います。同様のことはア

メリカでもやっていますが、その話を聞く限り、大学の中で行った様々なプロセ

ス評価を個々の授業に活かすというのは、かなり難しいものがあるようです。こ

れはようやく最近始まったばかりですし、私の話の一番最初に、「これまでの５０年

間は量の拡大で、これから質に転換する」と申し上げましたが、質の改善にもも

しかすると５０年くらいかかるかもしれません。質とは何なのか、本日のお話の中

にも何度か出てきましたが、この議論には色々なダイメンジョンがあって、今ま
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でおかしいなと思いつつ放棄され

てきたものが山ほどあるわけで

す。その問題を整理し、どこが重

要でどういった対策が必要なのか

ということを考えていく。こうし

たことがようやく始まったばかり

なので、今後は議論を深めていく

必要があるのではないかなと思い

ます。私が申し上げたいのは、ア

ウトカムの問題だけに焦点を当て

てしまうと、「アウトカムというの

は、端的に何ができるのかと標準化した数値で測ることだろう」となり、それば

かりに気を取られてしまうと問題が矮小化してしまうということです。それは避

けた方がよい、それが私の主張です。やるべきこと、考えるべきことはたくさん

あるだろうと思います。

　それから、「教員組織をどのようにしたらよいのか」というご質問ですが、これ

は一般的なことはあまり言えないと思います。今日のお話の中で、学部・学科と

いう枠で考えるのではなく、教育プログラムというように考え方を柔軟にした方

がよいのではないかという話がありました。それはそうなんですが、では教育プ

ログラムというのは何なのか、学部・学科とどう違うのか。学科をまたぐもの、

あるいは学科の中にまたプログラムをつくるのか。こうした色々な問題があるわ

けで、実は教育プログラムという名前が問題なのではなく、教育課程をどのよう

にガバナンスしていくのか、どういう体系があるのか、それこそ今回のシンポジ

ウムのテーマにもありますが、どういう体系があるものとしてカリキュラムを位

置づけるのかというのが非常に重要であると思います。それから、教員組織につ

いては、教育に関する役割分担、現状を評価する仕組み、課題への対策づくり、

アクションに適した教員の選任、そういった仕組みを考えることが重要なのでは

ないでしょうか。

　最後に、「アウトカムのテストを行うのは、ショック療法としては意味があるの

ではないか」というご質問ですが、そういう面もあるかもしれません。それから、

ＯＥＣＤ各国でもそうですが、「大学は閉じられている」「大学の中だけで議論し、外

部に対しての説明責任を果たしていない」という発想があることは事実だと思い

ます。ただ実際に、こういった客観テストのようなものを行って、大学がどのよ
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うに動くかというと、これは非常に怪しいです。例えば、大学が一定の基準を設

けた場合、そのラインから落ちる学生がたくさん出てしまったら、とても困るだ

ろうと思います。そうした結果は大学に対して、今度は何をやったらよいのかと

いう情報を必ずしも与えないわけです。もし、こうした結果をラディカルな面に

結びつけてしまえば、テストでよい点を取るための教育を行ったり、よい点を取

る学生にしか試験を受けさせないなど、必ずそういった負の問題が起こってくる

と思います。

　だからこそ私は、プロセス評価をきちんと行えば、相当なショックを大学に与

えるだろうと考えています。今回の調査では１２０大学を対象としましたが、やは

り大学それぞれに大きな違いがありました。例えば、１年生から４年生まで読ん

でいる本の数を比べてみると、４年間まったく変わらない大学もあるし、学年を

経るごとに冊数が増えていく大学もありました。プロセス評価など私たちが集め

たデータを各大学に提供すれば──大学自身がその意味を感じ取る能力を持つこ

とが前提となりますが──それは相当大きなショックを与えるものになると思い

ます。

【塚原】　ありがとうございました。

【司会者】　では、次は川島啓二先生に移らせていただきます。１つ目は、「現在の

大学入学者の実態を鑑みると、かつての大学生であれば高等学校時代に履修した

はずの教科について、まったく学んでいない学生の比重が高い。従って、リメ

ディアル教育などの場合も、既習分野の復習というより、未習分野の教育となり、

当然ながらその水準も高等学校レベルに設定せざるを得ない。これを学士課程の

初年次教育に落とし込んでよいのか否か、ご意見を拝聴したい」。

　２つ目は、「初年次教育のメニューとしてキャリアデザインがありますが、大学

入試も経ないで入学している学生に対して、どのようなキャリアデザイン教育を

行うのですか。タイミングがよろしくないのではと懸念します」というご質問で

す。

【川島】　ありがとうございました。最初のリメディアル教育との関係についてで

すが、これは皆様よくご承知のことかと思いますが、「審議のまとめ」では「リメ

ディアル教育というのは高等学校段階の教育であるから、それを学士課程の一部

として見なすことは適切ではない」というように整理されています。確かに原則

はその通りなのだろうと思います。学士課程というのは、ある水準の期待された

能力を表す「学士」という学位があって、それを授けるためのプロセスですから、

それは高等学校段階とは自ずと異なるものであると思います。ただ、こうした原
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則論を申し上げますと、大学の教育現場に携わっておられる先生方は、少し違和

感を感じられるところもあるのではないかと思います。というのは、おそらく現

実の授業というのは、両方が入り交じっている、リメディアル的な部分も含めな

がら学士課程の教育を行っている。あるいは、それは専門教育であっても同様か

もしれません。まったくリメディアルに終始するものを学士課程の中に入れると

いうことはできないと思いますが、実際は各大学の事情に合わせる形で、リメ

ディアル的な部分も学士課程に含めることがあり得るのではないのかと、これは

あくまでも個人的な考えですが、そう思っています。

　それから２点目の質問、初年次のキャリアデザインに関するお話ですが、これ

はやはり、学生たちが直面している現在の職業世界への認識なくしては考えられ

ないのではないのかなと思っています。よく指摘されるところではありますが、

いわゆる卒業後３年未満の離職率が３割４割だというように、私たちが考えてい

る安定的な職業世界とはかけ離れた世界の中に彼・彼女らは歩み出していく。そ

うなると、単に就職支援のためのキャリア教育ではなく、生涯を見据えた継続的

な就業能力という言葉が使われますが、「職業に対してどういう構えで臨み、自分

の人生を切り拓いていくのか」、そして「その準備段階としての学士課程教育はど

うあるべきなのか」という視点から考えなければならないと思います。つまり、

金子先生のお話にもありましたが、レリバンスの問題をどのように学士課程の中

に位置づけていくのかということです。そうした過程で、どのように自分の存在

や学ぶ目的などを考えさせ、学習意欲を喚起していくのかという視点に立つなら

ば、実は初年次教育とキャリア教育というのは非常によく似ているということに

気づきます。

【司会者】　ありがとうございます。それでは日比谷先生へのご質問です。１つ目

は、「カリキュラム改革に至った経緯とそのねらいは何か。改革に対する教員の抵

抗や反対はなかったのか。そして、それへの対応方法は。また、教員組織はどう

変化したのか」。２つ目は、「各専修分野において学習目標が設定されることは分

かったが、それが各教科においてどのように具体化され、どのように評価される

のか。そのことに対する検証とともに、各教員の足並みをどのように揃えている

のか。さらに、システム（機構）づくりはどのようになっているのか」。３つ目は、

「参考で配られたＣｏｕｒｓｅ Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（資料１～３）を拝見すると、到達目標とし

てあげられている複数の項目のうち、知識よりもスキルに関連するものが多いよ

うに思います。これは、当該シラバスを書かれた先生のお考えが反映されたもの

なのか、もしくは貴学全体の考えとしてスキルに焦点を当てるような到達目標の
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立て方をしているのでしょうか。後者の場合、大学全体として、到達目標の立て

方に関するガイドラインのようなものはあるのでしょうか」ということです。　

【日比谷】　ありがとうございます。改革に至った経緯というのは、お話しすると

皆様お宅に帰れなくなりますのであまり詳しくは申し上げませんが、１つは教養

教育や教養学部というと、専門がないかのように誤解なさる方が非常に多いと思

います。私は７年前に別の大学からＩＣＵに移ってきましたが、その時も「教養学

部に移るの？」という反応をした人がいました。しかしそれは非常に大きな誤解

であって、リベラルアーツ教育というのは、広く学ぶことを非常に奨励していま

すが、同時に、１つの分野を深く学ぶという側面も併せていなければリベラル

アーツとは言えないと私は考えています。そこで、メジャー制度というのは、こ

れまでももちろん専修分野というのはありましたが、メジャーを深く学ぶことを

より明確な形として体系化したいというねらいがあったかと思います。しかし、

ここに来られた大学関係の方でも、学内の誰かが「改革したい」と言ったら、お

そらく反対される方が多いと思います。同様に、ＩＣＵにおいても抵抗・反対がた

くさんありました。そうした場合の対処はやはり、粘り強く説得する、押し切る

ということかと思います。ただ今回の経験で私は、「ビジョンや目的をじっくり説

明しても、なかなか理解されない」という気持ちを非常に強く持ちました。やは

り、「大学というのはこういう場所だ」「この分野の勉強はこのようにするべきだ」

という考えが先生方の中に根強くありますから、それと違うことをやるというの

は、よほど上手に、しかも根気よく説明しないとなかなか理解してもらえません。

私自身、完全に対処しきれたとも思っていませんが、一応ここまで改革を進めら

れたのは、やはり根気よくということが大事だったかと思います。

　次に教員組織についてですが、ＩＣＵは平成１９年度までは６学科で、教員もそれ

ぞれの学科に所属していました。平成２０年度から学科がなくなってどう変わった

かといいますと、さすがに３１に分かれているということはありませんが、１６のデ

パートメントに分かれて所属しています。具体的には、例えば美術、考古学、音

楽は美術・音楽デパートメントというものを構成し、１つのデパートメントに複数

の教員がいて、２つのメジャーを提供しています。その次の文学は、文学研究とい

うデパートメントですが、提供しているメジャーは文学だけということになって

います。一応、１つのデパートメントは６人から１２人程度で構成してほしいと

言っていましたが、ふたを開けてみたら１２人のデパートメントというのはなく、

一番大きいところでも１０人です。小さいところは本当は６人程度がよかったので

すが、４人のデパートメントというのもあります。
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　それから２つ目、学習目標が設定されて、それが各科目でどのように具体化さ

れるかについてご質問いただきました。科目ごとの学習目標については、メ

ジャー全体の学習目標に照らしてシラバスに書き込むよう、学部長のリーダー

シップのもとで全教員が協力して行っていますが、それを検証するというところ

までは至っておりませんし、ましてやガイドラインをつくるのはその先の話です

ので、そのあたりは今後の課題となります。

　それから最後のご質問ですが、知識よりもスキルに関連するものが多いのは教

員の個別の特徴かということですが、そういうことはある程度言えると思いま

す。一方で、ＩＣＵの教育が目標にしていることは、生涯学び続けることのできる

人材を育てることだと思います。知識は日々古くなりますから、新しい発見があ

れば新しい知識が必要になります。そうした時、大学でしっかりと学ぶための姿

勢を身につけていれば、新しい局面にも素早く対応できます。そういう意味では、

スキルだけが重要とは言えませんが、どちらかというとスキル重視になる教員が

多いのかなという印象を持っています。ただ、大学全体として特にガイドライン

のようなものは設けていません。

　それから私へのご質問ではなかったのですが、金子先生がお答えになった授業

時間の構成に関連して少しお話しします。私どもの大学は３学期制で、すべての

科目は学期完結型になっています。従って、基本は７０分の授業が週２、３回あり、

月水金、月水金、月水金というように進みます。ただ、時間割はそれだけでなく、

火曜に２コマ、木曜に１コマというような組み方で７０分×３のブロックを、もう

１つは７０分×３だと２１０分になりますので、それを半分に割って１０５分×２とい

う枠もあります。これはロングと言っています。また、７０分を縦に並べて、長い

ですけれども２１０分という枠もございます。これらを１週間の中で、ある種ブ

ロックみたいにして、午前中を横組みの時間、昼休みを挟んで昼の最初の時間に、

１０５分が２コマというのが、月木で組んでいるものと、水金で組んでいるものが

あります。その後にさらに遅く１５時くらいから３コマ縦というようにし、そこに

なるべく重ならないように入れていくというように組んでいます。

【司会者】　ありがとうございます。次に、川嶋太津夫先生に寄せられたご質問で

す。最初のご質問は、「プロセス重視の金子先生と、プロセスからアウトカムへと

話される川嶋先生の間には、改革の方向性で大きな違いがあるように思います。

金子先生が話された『大学があまり焦ってアウトカムに向かうとネガティブな結

果が生じてしまう』という点について、川嶋先生はどのようにお考えなのかお伺

いしたいと思います。大学ごとにインプットに違いがあるとすると、アウトカム
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について大学教育の結果を独立して検証することは可能なのでしょうか。川嶋先

生と金子先生にお伺いしたい」。

　２つ目は、「アウトカム重視の教育は、今日の高等教育の在り方として大変意味

のある方法だと思います。このアウトカム重視の教育を、日本の大学に広める方

法としては、どのようなことが考えられますでしょうか。また、それを実践して

いる大学への指導・評価はどのように考えればよいのでしょうか」。

　最後に、「ラーニング・アウトカムズを直接測るＣＬＡのような試験の仕組みを

導入した時の影響について、もう少しお考えをお伺いしたい」ということです。

【川嶋】　最初のご質問ですが、少し皆様方、誤解があると思います。つまり、ア

ウトカム・アセスメントあるいはアウトカム重視の教育とは、客観テストや標準

化テストのみでアセスメントすることではなく、様々なアセスメントの手法を使

いながら、学生がアウトカムをきちんと獲得したかどうかをチェックする、とい

うものです。アセスメントの手法は多様であり、また様々な工夫も必要です。で

すから、標準テストや客観テストも、必要ならば１つの方法として使われるとい

うことで、こうした点で少し誤解があるのではないかと思います。実際に今日来

られた先生方の大学でも、期末試験や中間試験をやっておられると思いますが、

その中でアセスメントされているのは、やはりアウトカムだと思います。例えば、

非常に卑近な例ですが、試験として穴埋め問題を出したとします。文章の中に適

切な語句が入れられるかどうかチェックする。これも１つのアウトカム・アセス

メントと言えます。アウトカム・アセスメントには様々な手法があることを、ぜ

ひご理解いただきたい。

　それから、プロセス評価については、最終的には金子先生も、学習したことを

情報として記憶するだけでなく、

自分の力として習得することが必

要だとお話しになりました。で

は、それをどうチェックするのか

というのはアウトカム・アセスメ

ントですね。プロセス評価という

のは、例えば「こういうプロセス

を経験すれば、おそらくこういう

アウトカムが生じるだろう」とい

う経験則やデータに基づいて評価

することです。今後は、こうした
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研究成果を数多く積み上げていくことが必要だと考えています。私も金子先生

も、最終的に目指しているところは同じであろう、と思います。

　同じ方からのご質問で、インプットの多様性とアウトカムの標準性ということ

でございますが、それは測定できるかどうか。基本は、先ほど申しましたように、

学士力というのはあくまでも指針であり、基本は各大学のミッションに基づい

て、どういう能力を持った卒業生を送り出したいのか、という点を大学全体で考

えていただくということです。インプットが多様なので、アウトカムはどうなん

だろうということですが、それは各大学が責任を持ってやっていくというお答え

しかできません。ただし、例えばそれぞれの専門分野で共通する、最低限これだ

けの知識や能力は身につけてほしいという基準や要件のようなものについては、

今後も日本学術会議で検討していきます。ちなみに、イギリスではご承知のよう

に、サブジェクト・ベンチマーク・ステートメント（分野別学位水準基標）とい

うのがＱＡＡ（高等教育質保証機構）から出されていますし、アメリカでは、例

えばアメリカ社会学会やアメリカ心理学会で、基本的に社会学あるいは心理学を

学んだ学生はこういった知識や能力を身につけてほしいという、共通した能力要

素を定めています。

　２つ目のご質問ですが、アウトカム重視の教育を社会や大学に受け入れてもら

うにはどうしたらいいのかという、非常に難しいご質問であります。やはり、各

大学において必要なことは、どういう人材を社会に送り出したいのかということ

を学内できちんと議論することです。そこから、具体的にどういうことを卒業ま

でに身につけさせるのかという話、つまりアウトカムの話につながっていくので

はないでしょうか。単に理念的・抽象的なものではなく、具体的な能力・知識に

ついて、時間を惜しまずきちんと議論していくことがすべての出発点になるので

はないか、と思っております。

　最後のご質問ですが、いわゆるＣＬＡなどの功罪でございます。もちろんネガ

ティブな点に関しては、先ほど金子先生からもありましたが、要するに共通の標

準化したテストを使うと、単なる大学間での競争ということになるかもしれない

ということです。試験のための準備教育をするということはネガティブですが、

どういったアウトカム・アセスメントを選択するかによってはポジティブな効果

も生まれ、教え方も変わってくるということです。つまり、記憶力だけを試すよ

うな筆記試験をアセスメントで使うと、当然ながら先生方も一方的な知識詰め込

み型の教育方法に傾きます。ですから、出題の仕方やアセスメントの方法を、知

識を応用するような性質のものに変えていけば、それを目的とした教育方法に変
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えざるを得ないということです。つまり、アセスメントの在り方というのは、教

育の中身を変える、よい意味でも悪い意味でも教育の在り方を変えていくという

ことにつながります。どういうアセスメント方法を選択するかが、教育の中身や

学習体験の在り方に影響を与えるので、非常に重要なことだと思います。

【司会者】　お時間が迫っていて大変恐縮なのですが、最後に会場からおひと方、

ご質問をいただきたいと思います。学士課程教育の改善に向けてガバナンスの観

点からご質問いただきました。それではご質問を簡潔にお願いいたします。

【質問者】　質問に書かせていただきましたのは、金子先生にですね、教育プログ

ラム、つまり学士課程全体の改革を行うという発想が必要ではないかということ

です。問題意識としましては、大学で改革を行うとなった場合、実際には現状を

あまり変えないまま「ポリシーをつくりました」という対応をしただけで終わり、

という話になりかねません。例えば、教育目的、人材養成目的についても学則の

整備の話にすり替わってしまう、という現実があると思います。本当の意味で一

体的に、レリバンスも含めて金子先生がお話しされた方向に動かしていくにはど

うしたらいいのか、お考えを伺えればと思います。その際に、全学と学部の権限

と責任、どこが推進主体になるべきかについても、ご教示いただければと思いま

す。

【金子】　先ほど、例えばアウトカム・アセスメントも１つの刺激として必要では

ないか、というご意見がありました。現在の社会の目から見ると「大学は動かな

い」「何か要求されたら、その問題のみ対応するだけではないか」という批判があ

ります。ただこの問題は、大学が自ら変わっていく能力を持っているのか、とい

うことに帰着するので、私は大学の教育ガバナンスというのが、そういう意味で

は非常に重要であると考えています。特に学長あるいは、日比谷先生のような学

務副学長、アメリカならプロボストという学長を補佐する役職だと思いますが、

自学の教育に対して責任を持つ役職をきちんと位置づけるということが重要だろ

うと思います。こうしたことは、すでに日本でも始まっているように思います。

　もう１つは、全学と学部との関係、これも重要だと思います。ただこれは、抽

象的な権力関係ではなく、具体的に全学はどのように学部を刺激していくことが

できるのかという問題です。例えば、プロセス評価や様々なデータを用いて「現

状は十分ではない」ということを学部に対してきちんと伝えたり、それを全学の

中で比較したりすることで、各学部間で一種の競争が始まり、刺激が生まれてく

る。そういったプロセスが、むしろ実質的にはワークするのではないかと思いま

す。
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　最後に、プロセスとアウトカムについてひと言申し上げます。川嶋先生は、ア

ウトカムというのは必ずしも外形的なテストにこだわらないとお話しされました

が、私もアウトカム重視とアウトカム・アセスメントは違うと思います。私はア

ウトカム重視は重要だと思いますし、その観点からプロセス評価はさらに重要だ

と思います。アウトカム・アセスメントについて川嶋先生は、例えば何と言いま

すか、イギリスのＱＡＡ、あるいは授業におけるルーブリックなど、授業でどうい

うことを学んだかを評価する表のようなものを使って行う。それもアウトカム・

アセスメントに含めて考えていらっしゃると思いますが、私は、それはアウトカ

ム・アセスメントではないと思います。

　１つは、授業のそれぞれの評価は、むしろプロセスの評価だと思います。それ

から、ＱＡＡでやっているような「それぞれの科目の卒業生はどういう能力を身に

つけていなければならないか」という、一種のステートメントを書くことがなぜ

評価になるのかというと、それは目標として設定されているからで、それを何か

評価するインスタルメントはあるかというと、私はないと思います。私が今、イ

ンスタルメントの１つとして考えているのは、標準化されたテストです。それは

学問分野で定義されているかもしれないし、ジェネリック・スキルについて定義

されているかもしれませんが、あくまでも客観的に評価されるテストの形でしか

表現されていません。いわゆるアウトカム・アセスメントと言われているものは、

そういった形態のものであると思います。この点については、やはり申し上げな

いといけないと思います。

　そういったものが本当に可能なのか。当面そのようなことに力を入れて、近い

将来、本当にできるようになるのか。あるいは、政治的に刺激を与えるために使

われた場合、本当にそれがよい効果を生むのかどうか。そこは、私は厳しく考え

ていかなければいけないと思います。この問題については今後も議論が続くと思

いますが、この点については申し上げておきたいと思います。

【塚原】　ありがとうございました。だいぶ時間も過ぎていますので、コーディ

ネーターの私から簡単にまとめて、お開きにしたいと思います。

　大学教育の成果や卒業後の活動がとても大切であることは間違いないと思いま

す。それに対する教育システム側の対応として、教育の成果や卒業後の活動を見

据えて大学教育を体系化する時には、教育システムだけでなく、学生自身の意欲

が重要になるであろうと思います。大学という教育の現場で、最終成果だけを見

てそれまでのプロセスを見ないというのは、非常にもったいないことです。アウ

トプットであれ、アウトカムであれ、それだけを見て、プロセスはブラックボッ

��　　

クス化してしまうわけにはいきま

せんし、試験に出る問題だけを勉

強するといったことでは、かえっ

て歪みにつながりかねません。そ

の意味では、成果が大切であると

同時に、プロセスも大切だと思い

ます。これらの詳細については、

今後とも議論していかなければな

らないことが多々あろうかと思い

ます。

　このあたりでパネルディスカッ

ションを終了いたします。長時間

にわたって、どうもありがとうご

ざいました。

��



国立教育政策研究所　第２７回教育研究公開シンポジウム

学士課程教育の構成と体系化

―――プログラム―――

　主催者挨拶　　 13：30～ 13：40

　　　　　　　近藤 信司（国立教育政策研究所長）

　　　第　一　部　　　　 13：40 ～ 14：00　

　　　  　　　基調報告
　　　　　　　久保 公人（文部科学省 大臣官房審議官／高等教育局担当）

　　　第　二　部　　　　 14：00 ～ 15：00
　　　  　　　特別講演

　　　　　　「大学の教育力～変革の可能性～」
　　　　　　　金子 元久（東京大学大学院 教育学研究科長）

　　　第　三　部　　　　 15：15 ～ 17：30
　　　  　　　パネルディスカッション

　　　　　   「学士課程教育をどう具体化するか」

　　　　　　　報告 1　「初年次教育の広がりと学士課程教育」
　　　　　　　　　　　川島 啓二（国立教育政策研究所 高等教育研究部総括研究官）

　　　　　　　報告 2　「カリキュラム改革と学習目標の明示～ＩＣＵの事例から～」
　　　　　　　　　　　日比谷 潤子（国際基督教大学 学務副学長）

　　　　　　　報告 3　「学士課程における学習成果のアセスメント」
　　　　　　　　　　　川嶋 太津夫（神戸大学 大学教育推進機構教授）

　　　  　　　ディスカッション

　　　　　　  　コーディネーター　塚原 修一（国立教育政策研究所 高等教育研究部長）

　　　　　　  　パネリスト　　　   金子 元久
　　　　　　　　　　　　  川島 啓二
　　　　　　　　　　　　  日比谷 潤子
　　　　　　　　　　　　  川嶋 太津夫

　　閉　　　会　　　 17：30

【登壇者略歴】

〈基調報告　講師〉
●久保 公人 （くぼ・きみと）
文部科学省　大臣官房審議官／高等教育局担当

１９８０年京都大学法学部卒。同年文部省入省、８７年福岡県教育委員会高校教育課長、９６年文部省高等教育局視学官、９７年北九
州市企画局長、００年より文部省教育助成局施設助成課長、文部科学省初等中等教育局施設助成課長、高等教育局主任大学
改革官、高等教育局私学部私学行政課長、生涯学習政策局政策課長、生涯学習政策局生涯学習総括官、大臣官房人事課長を
歴任、０７年より現職。

〈特別講演　講師〉
●金子 元久（かねこ・もとひさ）
東京大学大学院　教育学研究科長／教育学部長

１９７２年東京大学教育学部卒、７４年同大学院修士課程修了・教育学修士、８５年シカゴ大学���　�。アジア経済研究所研究員、
世界銀行コンサルタント、米国ニューヨーク州立大学アルバニー校客員助教授、広島大学助教授（大学教育研究センター）、
東京大学助教授を経て、東京大学教授（大学院教育学研究科）、教育学研究科長・教育学部長（現職）。中央教育審議会委員、
高等教育学会理事（前事務局長）。中国・北京大学、華東師範大学、復旦大学、中国科学技術大学の各顧問教授。専門は教育
経済学、高等教育論。主著は��　�������　�　��　��������　����　����　���　������　��　�����　������　��������	：��������	：������
����������������	
�������　����（共著）、『大学の教育力』（筑摩書房、����年）など。

〈パネリスト〉
●川島 啓二（かわしま・けいじ）
文部科学省国立教育政策研究所　高等教育研究部総括研究官

１９７９年京都大学文学部卒、９０年京都大学大学院教育学研究科博士後期課程学修認定退学。同年芦屋大学助教授、９９年国立
教育研究所教育経営研究部高等教育研究室長を経て、０１年より国立教育政策研究所高等教育研究部総括研究官（現職）。初
年次教育学会常任理事。専門は高等教育論・教育行政学。主著は『大学の指導法』（共編著、東信堂、２００４年）など。

●日比谷 潤子（ひびや・じゅんこ）
国際基督教大学　学務副学長／教授

１９８０年上智大学外国語学部フランス語学科卒、８２年上智大学大学院外国語学研究科博士前期課程言語学専攻修了、８８年ペ
ンシルベニア大学大学院言語学科博士課程修了（���　��　��　�����������）。慶應義塾大学国際センター助教授を経て、０２年国
際基督教大学語学科準教授、０４年同教授、０５年語学科長、０６年教学改革本部長、０８年から学務副学長（現職）。日本私立大学
連盟教学担当理事者会議幹事会委員、国立国語研究所外部評価委員。専門は社会言語学。著書に『多言語社会と外国人の学
習支援』（共編著、慶應義塾大学出版会、２００５年）など。

●川嶋 太津夫 （かわしま・たつお）
神戸大学　大学教育推進機構教授

１９８５年名古屋大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。同年名古屋大学教育学部助手を経て、９９年より神戸大
学大学教育研究センター（現大学教育推進機構）教授（現職）。中央教育審議会大学分科会専門委員、国立大学協会入試委員
会専門委員。研究テ－マは「学校教育の拡大と社会経済開発の関係」「発展途上国における教育調査のあり方について」「高
等教育と経済発展、大学のガバナンスとマネジメント」。主著は「アメリカの学士課程カリキュラム改革の動向」『大学のカ
リキュラム改革』（有本章編、玉川大学出版部、２００３年）など。

〈コーディネーター〉
●塚原 修一 （つかはら・しゅういち）
文部科学省国立教育政策研究所　高等教育研究部長

１９７２年東京工業大学工学部卒、７５年同大学院理工学研究科社会開発工学専攻修了、８３年筑波大学大学院社会工学研究科単
位取得退学。８２年国立教育研究所第二研究部研究員、８９年同教育政策研究部研究員、９０年同教育政策研究部教育制度研究
室長、０１年国立教育政策研究所高等教育研究部総括研究官、０４年より同高等教育研究部長（現職）。日本高等教育学会理事、
科学技術社会論学会編集委員長。専門は高等教育論。近著に『高等教育市場の国際化』（玉川大学出版部、２００８年）がある。
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