
　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

��

濳

潭

澂



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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