
【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
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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。
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