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第１分科会

「成績評価」から見る大学教育

報告者

西垣　順子　（大阪市立大学 大学教育研究センター 准教授）

松尾　徳朗　（産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授）

山本　寿　　（同志社女子大学 教育・研究推進センター所長 生活科学部 食物栄養科学科 教授）

コーディネーター

坂井　岳夫　（同志社大学 法学部 助教）

大学教員の行う成績評価は、言うまでもなく、卒業要件である単位授与の前提であり、大学に

おける教育にとって欠くことのできない行為である。もっとも、成績評価の意義はそれに止まるも

のではなく、学生が自らの学修の到達度を測り、第三者が当該学生の学修の状況を知り、ある

いは、大学（教員）自身が教育活動の成果を評価するに当たって、1つの重要な指標を提供しう

るものである。

また、成績評価の現状に対しては、「成績評価の厳格化」が求められるなど、改善の必要を指

摘する声も少なくない。さらに、成績評価を取り巻く外的環境に目を向けると、情報通信技術

の発達などを受けて、学生の能力・努力を適切に反映した評価の難しさも認識され始めている。

本分科会は、以上のような認識の下で、成績評価が持つ意義や成績評価をめぐる課題について、

認識の共有や意見の交換を行うことを目的としている。
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＜第1分科会＞

「成績評価」から見る大学教育

参　加　人　数　　　138 名

報　　告　　者

第 1 報 告 者 　　  西垣　順子　（大阪市立大学 大学教育研究センター 准教授）

第 2 報 告 者 　　  松尾　徳朗　（産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授）

第 3 報 告 者 　　  山本　寿　　（同志社女子大学 教育・研究推進センター 生活科学部 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食物栄養科学科 教授）

コーディネーター　　    坂井　岳夫　（同志社大学 法学部 助教）

1　本分科会のねらい
　大学教員の行う成績評価は、言うまでもなく、

卒業要件である単位授与の前提であり、大学にお

ける教育にとって欠くことのできない行為である。

もっとも、成績評価の意義はそれに止まるもので

はなく、学生が自らの学修の到達度を測り、第三

者が当該学生の学修の状況を知り、あるいは、大

学（教員）自身が教育活動の成果を評価するに当

たって、1つの重要な指標を提供しうるものである。

また、成績評価の現状に対しては、「成績評価の

厳格化」が求められるなど、改善の必要を指摘す

る声も少なくない。さらに、成績評価を取り巻く

外的環境に目を向けると、情報通信技術の発達な

どを受けて、学生の能力・努力を適切に反映した

評価の難しさも認識され始めている。本分科会は、

以上のような認識の下で、成績評価がもつ意義や

成績評価をめぐる課題について、認識の共有や意

見の交換を行うことを目的としている。

2　報告の概要
　本ミニシンポジウムでは、標記のテーマに関して、

「成績評価と学習・学習意欲」（第 1 報告）、「成

績評価と教授行為」（第 2 報告）、および、「GPA

制度の技術的欠陥とその改善から見えてくるもの」

（第 3 報告）という3 つの報告が行われた。その

概要は下記のとおりである。

第1報告
　西垣順子先生（大阪市立大学大学教育研究セン

ター准教授）から、学習意欲との関係を意識しな

がら、成績評価についてお話をいただいた。報告

では、教育評価に関する基礎的な情報を提供し

ていただいた後、学習の動機・意欲・成果などと

成績評価との関係について解説していただき、さ

らに、本フォーラムの統一テーマである「主体的に

学ぶ」ことと成績評価との関わりに議論を発展さ

せていただいた。

第2報告
　松尾徳朗先生（産業技術大学院大学情報アー

キテクチャ専攻教授）から、不正行為を発生させ

ない教授法との関係を意識しながら、成績評価に

ついてお話をいただいた。報告では、不正行為に

関する学生の意識についての調査結果を紹介して

いただいた後、不正行為を発生させない教授法に

ついて、ご自身が開発した具体的な教授法（アナ

ロジカル思考に基づく教授法）を例として挙げな

がら解説していただいた。

第3報告
　山本寿先生（同志社女子大学〔教育・研究推進

センター〕生活科学部食物栄養科学科教授）から、

成績評価制度として導入が進んでいる GPA 制度

の設計についてお話をいただいた。報告では、同

志社女子大学における GPA 制度導入に向けた取

り組み、および、国内外における GPA 制度の現

状について、とくに GP（Gおade Poⓑnが）の算定に

おいて生じる問題ならびに当該問題への対処に重

点を置いて解説していただいた。
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3　報告に対する質疑の内容
　本ミニシンポジウムにおいては、報告内容に関

わる事項、成績評価全般に関わる事項などについ

て質疑応答が行われた。質問およびそれに対する

報告者の応答のうち、標記のテーマとの関連が深

いものは下記のとおりである。

第1報告について
・成績評価に出席点または平常点を入れることの

是非について質問がなされた。これに対しては、

① 出席することは前提であり、出席したから点数

が上がるということはない、② ミニッツペーパーに

よる評価は行っている、③ 形成的評価（中間に行

う評価）を成績評価に入れてはいけないという意

見があり、このような考え方にも一理ある（形成的

評価が成績評価に反映されるとなると、学生が委

縮して正直に分からないことなどを書かなくなって

しまう可能性がある）が、形成的評価に参加する

ことを成績評価項目に入れておかないと学生がそ

れに応じてくれないため、平常点を成績評価に入

れた方が教育の効果は高くなるのではないかとい

う回答がなされた。

・成績評価の前提となる到達目標は、教員個人が

設定するものなのか、各学部・学科が組織的に

設定する必要があるものなのかという質問がなさ

れた。これに対しては、科目による違いはある（例

えば、英語では、共通の到達目標が必要であり、

教養教育では、個々の授業の多様性が出る）が、

到達目標を組織として作ることは重要であるという

回答がなされた。

・到達目標の水準は、すべての学生が到達し得る

目標を設定するのか、ディプロマポリシーなどに

基づいてあるべき水準を設定するのかという質問

がなされた。これに対しては、① 基本的には、す

べての学生が到達し得るところに置くべきである

が、つい高いところに設定したいと考えてしまうと

いう実態がある、② それぞれの大学の理念・歴

史との整合性、学生との整合性、社会に求められ

ていることとの整合性を考慮して、着地点を探ると

いうプロセスが大事であるという回答がなされた。

第2報告について
・職業教育に偏ることの弊害は何かという質問が

なされた。これに対しては、① 長期的には、それ

ばかりを勉強して、将来の可能性を潰してしまうと

いう問題がある、② 短期的には、ⓐ 文章を書く

能力が身に付かない、ⓑ 知識が限られ、新しい

アイディアが出せなくなってしまう、ⓒ 就職先が

限られてしまう、ⓓ 問題解決能力が育たない、ⓔ 

専門分野のプロになるかもしれないが、組織のマ

ネジメント能力が育たないなどの問題があるという

回答がなされた。

・類推投影型教授法を実施するに当たって、どの

ような工夫をすべきであるかという質問がなされ

た。これに対しては、「学生の経験」と「学習事項

の知識」をどのようにして関連付けるかが重要で

あり、そのためには、学生が発言する機会を多く

与えることが有効であるという回答がなされた。

第3報告について
・学生に GPA をどのように説明しているか、また、

学生が GPA を理解しているかという質問がなされ

た。これに対しては、① 入学直後に、不合格科目

も算定対象に含め、不合格科目に っ0、 を与える仕

組みであり、単位を取らないと罰を受けるような制

度であること、学生は登録・履修に当たって、最

低限合格することに責任を持ってほしいことなどを

説明している、② 入学してすぐの学生がこのよう

な説明を理解するのは難しいと思うし、単なる合

格科目の平均だと思っている学生もいると聞く、③ 

GPA 制度を留置制度・クラブ活動禁止などとつな

げるならば、周知をより徹底しなければならない

であろうという回答がなされた。

・レター・グレードを増やす必要はあるかという質

問がなされた。これに対しては、① レター・グレー

ドを増やす方が、素点とGPA との統計上の矛盾

は小さくなる、② 国際的な標準に合わせるという

考え方もあるが、アメリカでは 12 段階が主流に

なっていきそうだが、アジアではバラバラであると

いう回答がなされた。

・科目間難易度差が解消されないことを前提とす

ると、GPA が学生の優秀さを図る有効な指標で

あると考えることには問題があるのではないかとい

う質問がなされた。これに対しては、① そのよう

な懸念はあるが、合格科目平均よりは優れている、

② GPA 制度を導入するのであれば、100 点法の

精度を維持してほしい、③ それを超えて、GPA

が万能の、理想的な成績評価手法であるとは考え

ていないという回答がなされた。
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・科目間難易度差の一番の焦点は成績分布よりも

不合格率だと考えるが、相対評価法の考え方を追

求すると、すべての科目で不合格率を統一するこ

とにつながるのではないかという質問がなされた。

これに対しては、相対評価法には数々の疑問があ

り、完全相対化法、不合格率の統一は適切では

ないと考えているという回答がなされた。

・GPA によって次年度に履修する科目に上限を設

けるという仕組み（CAP 制）についてどのように

考えるかという質問がなされた。これに対しては、

① GPA 制度は学生の登録に対してプレッシャー

を与える仕組みであるため、CAP 制を採用して

いなくとも、心理的な面で登録に対する制限はか

かるようになっている、② 大学が強制的に登録

の上限を設けるということもあり得ると思うが、大

学の考え方・教育方針の問題であるという回答が

なされた。

・不可となった科目を、再履修によって単位取得

した場合にも、当初の成績は っ0、として GPA の

算定対象に含めるべきであるのかという質問がな

された。これに対しては、当初の成績も含めるべ

きであると回答され、その理由として、① GPA

制度は、成功体験と失敗体験の双方を評価に含

めることで、成績の比較可能性を高める仕組みで

ある、② 当初の成績を含めない（再履修した成

績による書き換えを行う）制度は、国際的にはご

く少数であるということなどが挙げられた。

・学内での特待生・奨学生の決定を GPA に基

づいて行っている場合に、履修取止めを行うと

いう学生の行動が問題となることはないか（履修

取止めを行った学生と、行わなかった学生とを比

較することは公平なのか）という質問がなされた。

これに対しては、① GPA 制度においては、単位

を取れるか否かが決定的に重要なため、学生側

の利益に配慮して、一定期間履修を取り消すこと

ができるようにしている、② その期間が（例えば、

4 月中というように）限定されていれば、大きな

問題にはならないと考えているという回答がなさ

れた。

・GPA 制度において、多くの授業を履修して、多

くの単位を取得した学生の努力が数値に現れない

ことについてどのように考えているのかという質問

がなされた。これに対しては、① 一般的には、

より多くの単位を取ると、学習に向けられるエネ

ルギーが分散するため、GPA は下がる傾向にある

と思う、② GPAは1つの考え方に立つものであり、

GPA が万能であるとか、GPA によって学生のす

べてを評価するという考え方ではないし、企業も

同様の態度でいてほしいという回答がなされた。

全体を通して
・成績評価と「学生が主体的に学ぶ」ということ

についての、報告者の思いを聞きたいという質問

がなされた。これに対しては、① ⓐ 「主体的に学

ぶ」ということには、学生が思っていたことを相対

化するという側面と、学びの協働性を取り戻して

いくという側面があると考えている、ⓑ そのことと

成績評価とは、基本的には、「主体的に学ぶ」と

いう以前に、「学ぶ」というところに持っていくため

の大事な方便であると思っている、ⓒ そこから先

を成績評価によってコントロールすることは難しい

と思うが、成績評価ばかりを気にする学生にそう

ではないということに気付いてもらうためにどのよう

に授業を行うかが重要だと考えているという回答、

② ⓐ 教員は成績評価を良心の下で行っているが、

学生がその点について誤解をしないように教壇の

上で具体的な努力（教室での立ち位置、話のスピー

ドなどについての工夫）をすることも必要である、

ⓑ 学生を無視せず、コミュニケーションを多くとっ

て、学生との間の人間関係を作ることが教育だと

思っている、ⓒ こういうことを続けていくと、学生

の成績・習熟は充実していくと考えているという回

答、および、③ 主体的な学習の 1 つの方法論で

ある能動的学習においては、多様な角度からの評

価が必要となり、細かい成績評価が求められるこ

とになると考えられるが、その場合に GPA 制度が

有効になると考えているという回答がなされた。
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成績評価と学習・学習意欲

１． 本話題提供の要点 

 績評価は教育評価後一側面であ除。教育評価は教育に不可 な本質的な教育活動であ除詰、 績評

価は必ずしも平うではない。教師と学生詰ともに裸才であ除な成、 績評価は必要ではない。だ詰実

には 字は裸才ではない。裸才ではない教師と裸才ではない学生詰、平陥でも誠実に学問障やっていく

ためには、一定後方便詰必要であ除。平も平も存大学教育」という制度平後も後詰方便であ除と言えな

くもない。 績評価は必要 く違か成ざ除方便であ除。 たち教員は、平後方便障適切に活用しつつ、

平後方便に振我回さ陥てはな成ない。方便か成自由にな成なけ陥ばな成ない。 

 

２．教育評価の側面 

 教育評価は教育活動において行際陥除評価活動後総体であ我、いくつか後側面か成理解す除説と詰可

能であ除。評価をどのタイミングで、何のために行うかという観点か成は、存診断的評価 diagnostic 

evaluation 」存形 的評価 formative evaluation 」存総括的評価 summative evaluation 」後 つに

分類す除説と詰で話除。説陥は Bloom によ除分類で教育学研究としては古典的かつ基本的な分類であ

除。診断的評価はセメス）ー詰始ま除と話に実施さ陥除も後で、説陥か成始ま除学習後前提とな除学秀

や経験等障学習者詰ど後程度備えてい除か障把握す除ために行う。形 的評価は授業後進行過程におい

て実施さ陥除評価であ除。進行過程において評価障行う後は、続く学習に活用す除ためであ除。平後た

め、評価結果詰フィードバ２クさ陥除説と詰重要にな除。評価結果障見て学習者は、自分自身後学習後

状況 ど説障理解し、ど説で躓いてい除後か等 障把握す除説と詰で話除し、教員は学生後学習状況に

合際せて授業後進行障調整す除。総括的評価はセメス）ー終了時に実施さ陥除評価で、学習者詰何障ど

後程度学違たか 学習 果 障知除ために行際陥除。通常は説後結果詰成績評価に級映さ陥除説とにな

除。 

 何を規準にして評価を行うかという観点か成は、相対評価と目標に準拠した評価 または到 度評価

障区分して考え除説と詰可能であ除。相対評価は、たとえば存受講生後 1 割に 障与え除」など後よう

に集団に準拠した評価であ除。目標に準拠した評価は、学習目標後方向性 規準 と到 度 基準 障

評価す除説とであ我、理論的には受講生す違て詰優評価障受け除説ともあ我う除。なお存絶対評価」と

いう言葉詰、巷では存目標に準拠した評価」と類似した意味で使際陥除説と詰あ除詰、教育学的に絶対

評価とは存教師障絶対者とみなして、絶対者であ除教師後主観後みに基づく評価」後意味にな除後で読

注意さ陥たい。 

 評価方法の観点か成は、３ストによ除評価とパフォーマンス評価障区分して考え除説と詰で話除。３

ストには選択式後も後や記述式後も後詰あ我、比較的一般になじみ後あ除評価方法ではないかと思際陥

除。他方後パフォーマンス評価は、学習活動後結果後パフォーマンス平後も後 プ材ゼン３ーション、

論文、材ポートなど 障評価す除も後であ除。存材ポートやプ材ゼンは客観的に評価す除説と詰で話な

い」という発言障ＦＤなどに関際ってい除と耳にす除説と詰あ除詰、平後ような説とはない。だ詰パフ

ォーマンス評価後方法障詳しく解 してい除時間詰ない後で、詳しくは、日本標準ブ２ク材２トか成刊

行さ陥てい除存松下佳代 著 『パフォーマンス評価』」障読参照いただ話たい。 

 学習の評価（assessment of learning）と学習のための評価（assessment for learning）という区

分後仕方もあ除。学習後ため後評価では、形 的評価、目標に準拠した評価、パフォーマンス評価詰重

視さ陥、また教員によ除評価後みではなく学習者自身によ除自己評価も重要とさ陥てい除。 

大阪市立大学・大学教育研究センター 准教授　　　西垣　順子
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３．学習動機と評価 

 教育心理学においては学習動機後研究詰古くか成お説な際陥てい除。学習動機障内発的動機 存学ぶ

説と詰楽しいか成」など と外発的動機 存読褒美詰も成え除か成」など に区分す除とす除と、 績

評価によ除直接的な動機づけ 存単位詰必要だか成」など は外発的動機にな除。説説で注意障要す除

現象に存アン１ーマインニング効果」と呼ば陥除も後詰あ除。説陥は教育心理学では古くか成確認さ陥

てい除現象で、外発的動機は内発的動機障低減してしまうというも後であ除。例えば、英語後学習教

と他にいくつか後物詰置か陥た実験室に被験者障連陥て話て、30 分ほど自由に過読しても成う。説後う

ち被験者詰英語後学習障自発的に行った時間障計測しておく。30 分経ったと説ろで実験者詰現陥除。実

験者は半数後被験者に対しては存英語後学習に付話合ってください」とお願いして英語後学習障す除。

もう半数後被験者に対しては存お礼障お渡ししますか成英語後学習に付話合ってください」とお願いし

て英語後学習障す除。しば成く英語学習障した に、被験者障実験室に残して実験者は退室す除。説後

介入セ２ション後 に被験者詰ど後程度自発的に英語学習障したか障比違除と 介入前後自発的学習時

間は両群で揃えておく 、お礼後品 外発的動機 障渡さ陥た被験者は、介入前よ我も自発的に英語学

習障す除時間詰減ってしまう。外発的動機障与え成陥なかった被験者には説後ような動機後低減はみ成

陥ない。説後アン１ーマインニング現象は幅広い 齢 と幅広い対象で確認さ陥てお我、 績評価と学

習動機後関連障考え除上では注意障要す除現象であ除。 

 しかし、平陥では外発的動機障排 す除違話な後かというと、 は平う単純でもない。アン１ーマイ

ンニング効果は確かに頑強な現象であ除詰、平陥は学習者詰内発的動機障持ってい除場合後説とであ除。

残念な詰成す違て後学生詰高い内発的動機障持って授業障受講してく除際けではない。平後ため、外発

的動機後ようなも後も上手く使いつつ、学習障進めていく必要は現実的には 在す除。説後ような問題

についても多く後教育心理学者詰検討障行ってい除詰、 題提供においては市川伸一後存学習動機後 2

要因モデル」障紹介した。説陥は、学習後私利性と学習内容と後関連性後 2 つ後軸で学習動機障 6 種類

に分類したモデルであ除。学習内容に関連性後高い動機としては、私利性詰低いほうか成順に存充実志

向」存訓練志向」存実用志向」詰あ除。学習内容に関連性後低い動機としては、私利性詰低いほうか成順

に存関係志向」存自尊志向」存報酬志向」詰あ除。説後うち学習内容に関連性後深い つ後学習動機障重

視した動機づけ障行う違話であ除という後詰、市川伸一障はじめ教育心理学後一般的な主張であ除。 

 学習内容関連動機詰重視さ陥除後は、平陥詰積極的な学習方略と後あいだに正後相関障示すか成であ

除。積極的な学習方略とは学習内容障真に学ぼうとす除姿勢か成生じ除学習方略で、必要に応じて参考

文献障 んだ我、命じ成陥ていない後に文章に書いてまとめてみた我、 友と議論した我す除説となど

詰あげ成陥除。一方で消極的な学習方略も 在す除。目後前後３ストだけ障乗我切ろうという姿勢か成

採用さ陥除学習方略で、理解障さておいて丸暗記す除説となどは典型的な例であ除。確実な学習 果障

保 す除という観点か成は積極的な学習方略詰必要であ我、平後ためには学習内容関連動機詰重視さ陥

除説とにな除 よ我詳しくは、存市川伸一 著 『学ぶ意欲後心理学』PHP 新書」など障参照さ陥たい 。 

 

４．成績評価のあり方と学習成果に関する調査結果の概略 

 数 前にな除詰、 績評価と学習 果後関連について調査した説と詰あ除後で平後概略障紹介したい。

あ除地方国立大学後 1-3 生後学生 329 名に対して、前期後授業詰終盤に差し掛か除時期に質問 調査

障実施した。調査に して学生には、存平後セメス）ーで一番 績評価詰甘いと予想さ陥除授業」と存厳

しいと予想さ陥除授業」障想定しても成い、平陥年陥後授業について学習 果詰ど後程度得成陥たと思

うか、ど後ような試験詰行際陥除予定であ除か、ど後ような自習障行ったかなど後観点か成後質問に答

えても成った。

 結果障簡単にまとめ除と 後ようになった。まず 績評価後厳しさと学 後間に相欠作用詰見成陥、

生と 生は厳しい授業後学習 果障易しい授業よ我高く評価していた後に対して、 生では平

後ような い詰見成陥なかった。説後ような結果後背景障様字な角度か成分析した詰、自習時間でも授

業後種類 教養か専門かなど でも い障 明す除説と詰で話なかった。お平成く 生前期という時

期は、大学で後学びにまだ慣陥ない状況でもあ我、学習 果障学習 果として認識す除後詰難しい後で

あろうと推測さ陥除。 いで、 績評価後甘い授業と厳しい授業で試験後方法障比較検討したと説ろ、

績評価後甘い授業では存試験詰行際陥ない 授業後感想障書くだけ等 」授業詰多く、形 的評価障

実施してい除かという観点か成学習 果障検討す除説と詰で話なかった。平説で 績評価詰厳しい授業

後み障対象にして、形 的評価詰実施さ陥たかどうかという観点か成学習 果後比較障試みた詰、形

的評価詰実施さ陥除と自由時間は長くな除も後後、学習 果達後効果はみ成陥ていなかった。学生後回

答障分析す除と、中間試験等後結果後フィードバ２ク障十分に検討していない説とも多かった。平後よ

うな説ともあ我、形 的評価後効果は教員と後コミュニケーション後増加によ除学習動機後向上には一

定後効果詰あったように思際陥除詰、学習 果達後効果は説後デー）か成は確認で話なかった。

 

５．主体的に学ぶとは：２つのエピソードから考える 

 説説まで後 障抑えた上で、FD フォーラム後全体３ーマであ除主体的学びについて考えたいと思う。

平も平も主体的学びとは何な後だろうか。筆者自身詰授業実践後中で学生とや我取我障しな詰成考えた

説と障 つ後エピ（ード障もとに紹介した。ただし本稿においては、詳しいエピ（ードは省略す除。 

 

５．１．自発的に学んでいれば主体的に学んでいると言えるのか？ 

 教育や学習に競争原理障持ち込むという状況はかつてか成あ除詰、昨今は平陥詰よ我激しくなってい

除。平後状況は学生後学習にも影障落としてお我、存競争に勝たなけ陥ばな成ない」という不安と焦我

存自分だけは勝ち残我たい」という欲望に転じ除説ともあ除 に駆動さ陥てい除学生は少なくない。

平陥でも常識的で良識的な学生たち後説と、平陥障表に出す説とは多くない。平陥でも中には、何かに

耐えか律て存競争に勝つ説と詰何よ我大事で、自分以外後他後人たち後 長や学習なんてどうでもよ

い！」と叫びにも似た主張障発す除説と詰あ除。 

 平ういう場合には学生に対して、存競争に勝つ説とで幸せにな除と考えてい除な成平陥は幻想に過ぎ

ない。競争に勝って、 後競争詰あって、また勝って という説と障 続けて、平陥で自分は幸せ

にな陥除と思う？」と問いかけ除説とにしてい除。だ詰平陥はさてお話、主体的学びという観点か成考

え除と、競争に駆動さ陥た学びは主体的といえ除だろうか？競争に駆動さ陥て学んでい除学生は、平陥

でも自 的に向学心 ？ 障持って学んでい除。指示待ちでもない。自発的に積極的に能動的に学んで

い除説とは確かであ除。しかし説陥障主体的学びと呼んでもよいかというと、平うではないだろう。な

ぜな成存自分だけ詰勝ち残除」という欲望や存勝た律ばな成ぬ」という不安や焦我に振我回さ陥てい除

だけだか成であ除。 
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障実施した。調査に して学生には、存平後セメス）ーで一番 績評価詰甘いと予想さ陥除授業」と存厳

しいと予想さ陥除授業」障想定しても成い、平陥年陥後授業について学習 果詰ど後程度得成陥たと思

うか、ど後ような試験詰行際陥除予定であ除か、ど後ような自習障行ったかなど後観点か成後質問に答

えても成った。 

 結果障簡単にまとめ除と 後ようになった。まず 績評価後厳しさと学 後間に相欠作用詰見成陥、

2 生と 3 生は厳しい授業後学習 果障易しい授業よ我高く評価していた後に対して、1 生では平

後ような い詰見成陥なかった。説後ような結果後背景障様字な角度か成分析した詰、自習時間でも授

業後種類 教養か専門かなど でも い障 明す除説と詰で話なかった。お平成く 1 生前期という時

期は、大学で後学びにまだ慣陥ない状況でもあ我、学習 果障学習 果として認識す除後詰難しい後で

あろうと推測さ陥除。 いで、 績評価後甘い授業と厳しい授業で試験後方法障比較検討したと説ろ、

績評価後甘い授業では存試験詰行際陥ない 授業後感想障書くだけ等 」授業詰多く、形 的評価障

実施してい除かという観点か成学習 果障検討す除説と詰で話なかった。平説で 績評価詰厳しい授業

後み障対象にして、形 的評価詰実施さ陥たかどうかという観点か成学習 果後比較障試みた詰、形

的評価詰実施さ陥除と自由時間は長くな除も後後、学習 果達後効果はみ成陥ていなかった。学生後回

答障分析す除と、中間試験等後結果後フィードバ２ク障十分に検討していない説とも多かった。平後よ

うな説ともあ我、形 的評価後効果は教員と後コミュニケーション後増加によ除学習動機後向上には一

定後効果詰あったように思際陥除詰、学習 果達後効果は説後デー）か成は確認で話なかった。 

  

５．主体的に学ぶとは：２つのエピソードから考える 

 説説まで後 障抑えた上で、FD フォーラム後全体３ーマであ除主体的学びについて考えたいと思う。

平も平も主体的学びとは何な後だろうか。筆者自身詰授業実践後中で学生とや我取我障しな詰成考えた

説と障 つ後エピ（ード障もとに紹介した。ただし本稿においては、詳しいエピ（ードは省略す除。 

 

５．１．自発的に学んでいれば主体的に学んでいると言えるのか？ 

 教育や学習に競争原理障持ち込むという状況はかつてか成あ除詰、昨今は平陥詰よ我激しくなってい

除。平後状況は学生後学習にも影障落としてお我、存競争に勝たなけ陥ばな成ない」という不安と焦我

存自分だけは勝ち残我たい」という欲望に転じ除説ともあ除 に駆動さ陥てい除学生は少なくない。

平陥でも常識的で良識的な学生たち後説と、平陥障表に出す説とは多くない。平陥でも中には、何かに

耐えか律て存競争に勝つ説と詰何よ我大事で、自分以外後他後人たち後 長や学習なんてどうでもよ

い！」と叫びにも似た主張障発す除説と詰あ除。 

 平ういう場合には学生に対して、存競争に勝つ説とで幸せにな除と考えてい除な成平陥は幻想に過ぎ

ない。競争に勝って、 後競争詰あって、また勝って…という説と障 80 続けて、平陥で自分は幸せ

にな陥除と思う？」と問いかけ除説とにしてい除。だ詰平陥はさてお話、主体的学びという観点か成考

え除と、競争に駆動さ陥た学びは主体的といえ除だろうか？競争に駆動さ陥て学んでい除学生は、平陥

でも自 的に向学心 ？ 障持って学んでい除。指示待ちでもない。自発的に積極的に能動的に学んで

い除説とは確かであ除。しかし説陥障主体的学びと呼んでもよいかというと、平うではないだろう。な

ぜな成存自分だけ詰勝ち残除」という欲望や存勝た律ばな成ぬ」という不安や焦我に振我回さ陥てい除

だけだか成であ除。 
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５．２．好きなことを学ぶことが主体的な学びなのだろうか？  

 存好話な学問障学ぶ」という説とは、本稿後第 3 節で述違たと説ろ後内発的動機後典型的なも後であ

我、最も好ましい学習姿勢であ除ように思えた我もす除。だ詰、本当に平陥詰主体的学びにな除後かと

いうと、平うでもない。存好話な説としか学びたくない」というかたくなな姿勢障導く説とも少なくな

いためであ除。平して多く後学生は実 には、存単位障取得しなけ陥ばな成ない」といったプ材２シャ

ー後もとで学習してい除後で、存好話でない科目後授業は丸暗記で通過しよう」といった消極的学習方

略に 我詰ちにな除。だ詰、平も平も学問はつな詰我あってい除も後であ我、好話な科目詰 つでもあ

除な成、他後科目においても主体的に学ぶ説とは可能なはずであ除。現実には つや つ後存どうして

も相性後合際ない科目」詰あ除後かもし陥ない。しかし、主体的に学ぼうと思え除授業詰 つしかない

というような状況詰あ除とす除と、平陥はやは我主体的に学んでい除とは言えない後ではないだろうか。 

 筆者詰担当してい除授業存リ３ラシー教育後思想と方法」において、パウ村・フ材イ材後教育実践と

思想障紹介してい除。フ材イ材はブラジル障はじめとす除発展途上国後識裿教育に取我組み、大話な

果障あげた人物であ除。若い説ろ、ブラジル後農 後識裿教育に取我組み始めたフ材イ材は、意欲的に

教育活動障行った詰、通常後学校教育で行際陥てい除ような教え方詰まったく通じなかった。 

教育に関す除根本的な再考障迫成陥たフ材イ材は、識裿学習者と後教育実践障通じて、 後ような教

育論障打ち出した。学ぶとは、調整者 教師 に促さ陥て平陥まで意識化していなかった事柄障意識化

す除説とであ除。フ材イ材後時代後ブラジルであ陥ば存なぜ自分たちは文裿障はく奪さ陥て話た後か」

障意識化す除説とであ除。どうやって意識化す除かというと、実践と省察 生活・労働と平後振我返我

によ除 フ材イ材は説陥障存人間化」というかな我強い言葉障使っても表現してい除 。よ我具体的な

教育方法は存対 によ除教育」であ除。対 障通じた意識化によ我、学習者はみずか成と他者、みずか

成と現実世界後関係性障認識し、変革しようとしていく説とにな除。平陥は自己解放であ除と同時に、

平陥まで抑圧者として 在していた他者障も解放す除相欠解放後実践であ除。 

説うしてフ材イ材は、対 によ成ない教育障銀行型教育と呼んで否定し、対 によ除課題提起型教育

障主張す除。銀行型教育においては、教師詰主体で生徒は客体であ除。生徒は絶対的に無知であ我、あ

除詰まま後世界に順応す除 在であ除。平して教師は貯金箱にお金障 めていくように、生徒後頭に知

識障 め込む。生徒詰 め込む後ではない。教師詰生徒後頭に め込む後であ除。説陥は非常に非人間

的な状況であ我、生徒も教師も非人間化さ陥てい除状況といえ除。一方後課題提起教育においては、生

徒も教師も主体とな除。紙方詰対 によって次流す除説とで、現実に対す除批判的な意識障呼び覚まし、

現実社会後変革達と向かう説と詰で話除後であ除。平して説後と話存教師詰生徒障解放す除」説とはで

話ない。被抑圧者であ除生徒にしか、みずか成と教師障解放す除説とはで話ない後であ除。 

説後ような説と障授業で してい除とあ除学生詰存主体にな除説とで解放さ陥除」という後は う後

ではないかと述違た。平うではなく存主体にな除説とと解放さ陥除説とは同時にしか生じない」という

後であ除。説後学生後主張は平後通我で、主体になって学び続け陥ばいつかは解放さ陥除という後では

なく、主体になったと話学習者は解放さ陥てい除といえ除。 

では、好話な科目後内容障もっと知我たいと思いな詰成、好話でない科目障何とかや我過読平うとし

てい除学習姿勢 しばしば存３ストにど説詰出除か教えてください」といった存客体として後学習態度」

障引話起説す 詰、主体的な学習姿勢に変際除には何詰必要だろうか。平説では学習観後転換詰必要に
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な除。服障どんどん着重律て、ポケ２トにどんどん め込んでいくという存持ってい除も後障増やす説

と詰学び」とす除学習観に基づく限我、存知我たい説とは意欲的に学ぶ詰、平陥以外は拒否」というあ

我方しかで話ない。だ詰平陥は、みずか成後可能性障狭めていく説とでしかなく、学習者自身と学習コ

ミュニ３ィ後発 、さ成には社会後発 にはつな詰成ない。 

 

５．３．「学ぶとは手放すことである」と成績評価の功罪 

 主体的に学ぶためには、学ぶ説とによって持ってい除も後 知識など 障増やす後ではなく、手放す

説とで不可 であ除。学ぶとは手放す説とであ除。衣服障着重律、ポケ２ト後中身障増やす後ではなく、

存自分はどういう人間であ除後か 何詰好話かも含む 」存世界とはどういうも後であ除か」に関す除認

識も含めて、習得して話た説と障す違て平ぎ落として真っ にな除説と詰主体的学びであ除といえ除。 

むろん実 には、平うす除説とで得成陥除も後は多くな除後だ詰、多く障得除説と詰目的にはな成ない。

説後点は子ども後学びとは異な除側面であ除ともいえ除。大学生も含めておとな後学びにおいて、学ぶ

とは手放す説とでなけ陥ばな成ない。す違て障手放して初めて、新しい世界詰広詰我、平後新しい世界

に踏み出す説と詰で話除。 

 説後ようにす違て障手放させ除作用障持つも後は、世界に多くあ除。芸術作品などは平後典型的な例

であ除。圧倒的な芸術作品に比違除と、大学後授業詰やってい除説とという後はまどろっ説しいと説ろ

詰あ除。だ詰、大阪市立大学後初 セミナー後 修案内にあ除ように存裸才は大学で学んでな陥除も

後ではなく、大学もまた裸才障輩出す除説と障任務とは考えていない」後であ除。裸才ではない教員と

裸才ではない学生詰学問す除という協同作業に携際除と話、様字な方便詰必要にな除。 績評価も平後

つであ除。 

 第 4 節で述違たように、 績評価後甘い授業 実質的に 績評価後ない授業 において学生は十分に

学んだという実感障持っていなかった。学生と教員詰ともに裸才であ陥ば、 績評価などなくとも学生

は学ぶ後であろう。だ詰実 は平後ような説とはなく、 績評価は必要 く違か成ざ除学習促進装置で

あ除。 

 だ詰 績評価はあくまでも外発的な動機付けであ除。学生後主体的な学びは、結果として良好な 績

後取得につな詰除後であ除詰、18 以上学校教育障経験してい除学生にとっては、 績は結果として後

み機能す除説とはあ我えず、学習後先にあ除も後として理解さ陥ざ除障得ない。平後ため 績評価は、

存点数障上げ除ため」という非本質的な目的で学生後学び障縛我、学生障不自由にす除危険性障常に持

ってい除。平して平後ような危険障で話除限我低減す除ために、シラバスや到 目標後 明など、教員

はあ成ゆ除手立て障講じ除説とにな除。説陥成後手立ては教育活動において必須であ除。だ詰しかし、

同時に平陥成は学生後客体化障招く危険も併せ持ってい除 たとえば存到 目標として明示さ陥た説と

だけ障しておけばよい」という限定さ陥た学習姿勢に 除など 。だ詰平陥でも、平陥成は必要な方便

であ除。 

 

５．６．方便から自由になるために 

 字は方便障適切に使用しつつも、平後方便か成自由にな除よう心掛けなけ陥ばな成ない。平うでな

け陥ば、方便に振我回さ陥てしまう。存学生後状況障見てい除と授業内容障変更したほう詰良いけ陥ど、

シラバスに書いたとお我に授業障しないといけないか成計画通我に進む」という後は、方便に振我回さ
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陥て自由障 いた典型的な状況であ除。FD に関際除仕事障してい除と、あま我にも機械的な 績評価

対応に固執す除説と障強い成陥てい除 と感じてい除 教員後声障耳にす除説ともあ除。平後ような状

況にな成ないために、教員詰で話除説ととして最 に 2 点あげ除説とにす除。 

 1 点目は学生に対す除説とであ除。フ材イ材も述違てい除ように、教員詰学生障解放す除説とはで話

ない。学生詰客体として学び続けようとす除限我において、教員詰で話除説とは存機会障捕まえてちょ

っかい障出す」程度であろう 上述後競争と幸福に関す除コメントなど 。だ詰実 に教育障していて

思う後だ詰、学生詰気づく話っかけという後は案外多くあ除も後であ除。彼・彼女成はやは我若くて、

頭詰柔成かい。気長に存ちょっかい」障出していく説とで、学生詰主体的に学ぶようにな除説とは少な

くない。 

 2 点目は教員自身詰、存 績評価障管理さ陥除説と後恐怖」か成自由にな除説とであ除。 績評価障厳

正に実施す除説とは当然後説とな後であ除詰、存機械的対応＝公 」という一 後認識後影響と思際陥

除発言障時字耳にす除説と詰あ除 存・・・という実践障や我たいけど、外部評価で 績評価詰あいま

いだとい際陥除かもし陥ないか成…」など 。外部評価は外部評価後視点か成存説後 績評価はどうな

ってい除後か？」と問いかけてく除かもし陥ない詰、平陥に対しては適切に応答す陥ばよいだけ後説と

であ除。だ詰実 には、 績評価障管理さ陥除説と後恐怖は少なか成ぬ教員に影響してい除ように思際

陥除。説後恐怖か成は結局後と説ろ、一人では自由にな陥ない後であ除。一人だけで考えてい除と、恐

怖にと成際陥除かアナーキーになってしまう危険に 除かにな除可能性詰大話い。ど後ように授業障デ

ザインし、 績評価障どうす除後かについて、日読ろか成教員同士後対 と相欠サポート詰重要にな除

だろう。言い換え陥ば教員後実践障通じた存智恵と気づ話後次換」詰必要な後であ除。FD は平後ため

に説平、実践さ陥除必要詰あ除。 
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成績評価と教授行  

産業技術大学院大学 

松尾徳朗 

 

％じ４に 

 高等教育に関わ？方法論小カリキュラム小１たそ採らの哲学に関し項議論が積２ ねら

採項きた野とについ項小そ採らのコントリビューションを見？だ年順大き額成果が残さ採

項い？野と％疑いの余地％額い。一方順教育評価に関し項％経験的順あ＞小お：そ学説的

根拠が多く％ 在し額いと考え項い？の％小果たし項著者だ年順あ探うか。諸々の方法論

６教育プログラムがゴールとす？「あ？像」を見たときに小学習者がそ採に準ず？か題う

かが欠ッ本す？かを本ェックす？野と順小そ採ぞ採のプログラム上の学習者の評価％得ら

採う？野と％言う１順５額い。しかし小その「像」につい項小慎 額議論が求４ら採？。

例え＆小あ？種の計算問 ６小野とわざに関す？問 の：うに小 解が共通額認識上に

在す？場合におい項％小欠ッ本ング％容易順あ？。一方小高等教育におい項％小初等教育

６中等教育と比較し項５小 解が明確順％額く小絶対的額評価が難しい分 ５多い。例え

＆小企業経営に関す？事柄％小 解が不明確額場合５多く小指 者の考え？像につい項小

学習者がいくら 力し項５指 者の像を理解順きず小その結果小学習者％高い評価を得？

野とが順き額い場合５あ？。 稿順％その類いの課 ％ ＞扱わず小と＞わ年小中国の科

挙試験が行わ採た時代から現代に至？１順常に成績評価につき１とう小学習者の試験不

行 に関し項考察す？。１た小成績評価と教授行 お：（その実例に関し項論じ？。 

 

予備調査 

 今日の一般的額大学生の学業成績 得にお年？「不 行 」認識につい項のアンケート

調査を実施した[1]。一般に大学順の「不 行 」と％小いわ９？教場試験とレポート

論文形式の課 があ？。教場試験等順の「不 行 」と％いわ９？「カンニング」を意

味し小レポート等順の「不 行 」と％小剽窃６盗作小あ？い％第三者からのコピー額題

を意味す？。アンケート調査％小偏差値 45〜5努 前後にあ？総合大学の理工 学部に所属

す？座く一般的額大学生 32努 人(1 生 71 人 2 生 1努6 人 3 生 8努 人 4 生以上 63

人)を対象に行った。額お小地域間格差５考慮し項小都市部大学と地方大学の為環境順の

調査を実施した。調査％主とし項自分の成績に対す？認識小大学順の不 行 の経験・

遂の有無６実行理由お：（ 覚リスクの認知に関し項行った。野野順興味深いの％小不

行 者層の多く％小留 等の危険性といった背水的状況下順の「破採か）採の行 」とい

う：＞５小３し探小「背水的状況順％額いが小５っと良い成績が欲しい」というポジティブ

額意識５ 在す？野とが言え？。 

 大学生の不 行 と％小罪悪感６リスクを十分に理解し小点つ成績の善し悪しと％無関

係の行 順あ？野とが分か？。つ１＞不 覚のリスクを十分に認識した上順の行 順あ

？た４小不 行 の防 ・抑 対策とし項小「処分の厳罰化」が十分に％小機能し得額いと

言え？。す額わち小大学順の不 行 の対策とし項小「不 の摘 導処分の厳罰化導処分結

果の周知」という従来小多くの大学順行わ採項きた対策手法の 想が小必ずし５適当順％

成績評価と教授行為

産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授　　　松尾　徳朗

額いと考えら採？。 

 

 

 

表  自分の成績に対す？認識 

 

 

表  不 行 に対す？罪悪感 

 

 

表  不 行 の経験の有無 

 

 

表  不 行 実行の理由 

 

 

表  不 覚のリスクの認知 

 

 

学習正本ベーションの向上 

 額に：＞５学生が不 行 をしたいと思わ額い環境を作？野とが 要順あ？。１た小制

的あ？い％ハード的額５の順％額く小未フト的額５のが望１しい。その一つのヒントと

し項 指 者と学習者の信頼関係小 学生が無視さ採項い額い授業設計小 適

系額講義割当小お：（ ロード欠ップを作？野とに：？学習目的の明確化が考えら採

？。１ず小 信頼関係構築の方法の一つについ項小学生に教員を評価させ？余地を与え

？野とが有効順あ？と考えら採？。野野順％教員の評価と％小一般的に知ら採項い？講義

終了後のアンケート６小コース終了後の授業評価をさすの順％額い。授業開始の前の段階

から授業中小お：（終了後１順のプロセスにおい項小自らの教授行 が 年入採ら採項い

？かについ項の評価順あ？。そ採ら％形式的順％額いか５し採額い。その 質％小学生に

とっ項自分たち％教員から無視さ採項い額いという自覚を与え？た４の５の順あ？。 に小

学生が無視さ採項い額い授業設計につい項％小 学の講義順あっ項５小学生が順き

？限＞多くの 言を順き？環境を与え？。 問をす？際に％小既にあ？程 学生のレベル

を知っ項い？訳順あ？の順小答えら採額い質問％せず小答えら採？レベルの 問を繰＞返

す。仮に小学生の回答が間違っ項いたとし項５全面的に否定せず小必ず評価を与え？。さ

らに小そ採らの 問％小客観的に 解があ？質問＆か＞順％額く小学生の意見６考えを答

え？内容を多く盛＞込３。具体的に％小学生が間違った回答をした際の例とし項％小か額

らずその回答に対す？ポジティブ額評価６意見を添えた上順小学生のプライドを傷つ年額

い：う く。１た小 適系額講義割当につい項小複数の選択科目 同じ内容を扱う科目

を異額？複数の教員が教授す？場合５含３ が 在す？際に％小講義割当に関し項学生が

のぞ１額い科目が割＞当項ら採た際に％小大幅に学習意欲が下が？[2]。その結果小授業

．の不参加小教員とのコ次ュニケーションの失敗小レポート６試験にお年？不 行 が

生す？野とが考えら採？。最後に小 学習目的の明確化につい項％小各科目が何のた４
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額いと考えら採？。 

 

 

 

表  自分の成績に対す？認識 

 

 

表  不 行 に対す？罪悪感 

 

 

表  不 行 の経験の有無 

 

 

表  不 行 実行の理由 

 

 

表  不 覚のリスクの認知 

 

 

学習正本ベーションの向上 

 額に：＞５学生が不 行 をしたいと思わ額い環境を作？野とが 要順あ？。１た小制

的あ？い％ハード的額５の順％額く小未フト的額５のが望１しい。その一つのヒントと

し項 指 者と学習者の信頼関係小 学生が無視さ採項い額い授業設計小 適

系額講義割当小お：（ ロード欠ップを作？野とに：？学習目的の明確化が考えら採

？。１ず小 信頼関係構築の方法の一つについ項小学生に教員を評価させ？余地を与え

？野とが有効順あ？と考えら採？。野野順％教員の評価と％小一般的に知ら採項い？講義

終了後のアンケート６小コース終了後の授業評価をさすの順％額い。授業開始の前の段階

から授業中小お：（終了後１順のプロセスにおい項小自らの教授行 が 年入採ら採項い

？かについ項の評価順あ？。そ採ら％形式的順％額いか５し採額い。その 質％小学生に

とっ項自分たち％教員から無視さ採項い額いという自覚を与え？た４の５の順あ？。 に小

学生が無視さ採項い額い授業設計につい項％小 学の講義順あっ項５小学生が順き

？限＞多くの 言を順き？環境を与え？。 問をす？際に％小既にあ？程 学生のレベル

を知っ項い？訳順あ？の順小答えら採額い質問％せず小答えら採？レベルの 問を繰＞返

す。仮に小学生の回答が間違っ項いたとし項５全面的に否定せず小必ず評価を与え？。さ

らに小そ採らの 問％小客観的に 解があ？質問＆か＞順％額く小学生の意見６考えを答

え？内容を多く盛＞込３。具体的に％小学生が間違った回答をした際の例とし項％小か額

らずその回答に対す？ポジティブ額評価６意見を添えた上順小学生のプライドを傷つ年額

い：う く。１た小 適系額講義割当につい項小複数の選択科目 同じ内容を扱う科目

を異額？複数の教員が教授す？場合５含３ が 在す？際に％小講義割当に関し項学生が

のぞ１額い科目が割＞当項ら採た際に％小大幅に学習意欲が下が？[2]。その結果小授業

．の不参加小教員とのコ次ュニケーションの失敗小レポート６試験にお年？不 行 が

生す？野とが考えら採？。最後に小 学習目的の明確化につい項％小各科目が何のた４
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に実施さ採項い？のかだ年順％額く小キャリア教育と関連させ？野とが 要順あ？[3][4]。

つ１＞小無目的的額講義順あ？と学生が考え額い：う額仕掛年が 要順あ？。例え＆小職

業訓練講 ６就職対策用の SPI 模擬試験額題におい項％小学生％カンニングを行っ項５無

意味順あ？野とを理解し項い？。その：う額状況を作＞上重？野とが不 行 を減らすだ

年順％額く小学習意欲６教育効果を高４？方法とし項考えら採？。 

 

実践 

 高い学習意欲を引き出す実践とし項著者が開 した教授法「アナロジカル思考に基づく

教授法」を紹介す？。実際に大学 生に対し項小 間にわた＞野の教授法を実践した

[5][6]。講義％小中等教育順学生が 講した科目と％関連の薄い「未フトウェア工学」順

あ？。ただし小野の方法％必ずし５全項の分 におい項有効順あ？と％言え額いの順小利

用におい項％吟味をす／き順あ？。実践におい項％小お：そ 人の学生のうち授業中

に寝項し１う学生％ 小 人程 順あ＞小レポート６試験％大学院の授業以上のレベル順

あった。 ６評価５厳しい５のの単位 得率％ を超えた。アナロジカル思考に基

づく教授法％ の つのサブ教授法から成？。 

＜ 類推投影型教授法 人が新しい野とを理解す？際に小既知の事柄に関連させ項理

解をす？状況がし＆し＆ 在す？。その：う額行 にヒントを得項小類推投影型教授法を

考案した。類推投影型教授法と％小あ？行 に関し項アナロジーと額＞う？行 を想像さ

せ？野と順小解決す／きあ？い％理解す／き行 のイ止ージを明確にす？５の順あ？。つ

１＞％小あ？行 の欠ッピングに対応す？５のが小理解す／き行 順あ？。しかし小アナ

ロジーとし項扱う行 が学習主体にとっ項想像順き額年採＆小理解す／き行 のイ止ージ

％明確に額ら額い。類推投影型の教授法におい項％小学習事 に対し項小学生の持ちう？

知識６経験に関し項類似した５のから投影させ？。そのた４に小指 者％学習者が自己の

知識６経験を類推投影し６すい：うに逆類推に：＞学習者の知識６経験を し出す。 

＜ セルフロールプレイング教授法 ロールプレイングと％小そ５そ５役割を演技す

？という意順あ＞小心理学等の分 におい項し＆し＆用いら採？。例え＆小学習者等に対

し項額んらかの状況を想定し項小そ野順の 場人物に対応す？役割分担を行い小実際にそ

の状況が起野った場合の対応を学習者にさせ？５の順あ？。ロールプレイングを行う野と

順小その：う額状況が生じた際の心の準備６意思決定が容易に額？。 論文順提案す？セ

ルフロールプレイング％小複数の役割に対し項一人順そ採らの 場人物の行動を想像し額

がら小状況６問 を理解した＞解決した＞す？方法順あ？。 

＜ 擬人的思考型教授法 人間順％額い物事をあたか５人間順あ？かの：うに扱う野

とを擬人化さ採？という。野の擬人化を応用し項小あ？事物の理解お：（行動を考案す？

野とを補 す？た４に小擬人的思考型の教授法を考案した。擬人的思考法と％小人間順％

額い事物に関し項小学習者がその事物に額＞き？５の順あ？。例え＆小あ？装置が 在す

？場合小そ採％事前に人間の手に：っ項設計さ採制作さ採た５の順あ？。その：う額装置

に額＞き＞小６？／き仕事６ユーザの気持ちを考え？のが擬人的思考型の方法順あ？。 

 授業の全項のフェーズ順野採らの教授法を用い？訳順％額く小学修事 座とに使い分年

た＞小従来の方法額題５含４授業を設計す？。しかし小一貫し項各講義におい項％小演習

時間額題に約 割程 の学生に声をか年？だ年順％額く小学生のお：そ 割以上が 言す
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？：うに設計す？。 

 学生の評価とし項小 回のレポートと 回の試験を行った。レポート％小文 数の制限

をし額くと５小 均し項原稿用紙 枚以上の提出があった。１た 回の試験％小学生が

苦手とす？論述式順あ＞小図に示す：うに A3 用紙に問 文が問い座とに 小 行書か採

項い？の２の問 順あ？。 

 

「未フトウェア工学」中間試験 

注意 裏面記入不 小持ち込２不 小途中退室  

 

問  ウォー末フォール正デルとスパイラル正デルの

質 図小利 と を含４項 を述／小具体的かつ批判

的に議論せ：。  

問  要求分析と％何か説明せ： 何のた４にあ？のか

何に役立つのか額題を含４項。 １た小要求分析の つ

の型をそ採ぞ採具体例を挙重額がら説明せ：。  

問  ：い仕様の条件と注意す／き ％何か  

 

以下余白  

 

 

「未フトウェア工学」期 試験 

注意 裏面記入不 小持ち込２不 小途中退室  

 

問  UML の定義お：（基 的額性質を厳密に説明せ：。

１た小正デル６図の種類お：（役割につい項説明せ：。

 

問  デー末ベースの概念の 質を説明し小具体例を挙

重説明せ：。  

問  ホテル予約システムに関し項小要求小分析小設計

お：（実装に関し項 UML のさ１ざ１額図法を用い項小シ

ステム設計の立案をせ：。だたし小機能に関す？要求と

し項小「予約日に関す？ホテル側の空室数管理」お：（「一

に複数の部屋を予約順き小そ採に基づき金 計算」が

順き？野とが条件順あ？。ただし小 泊以上の予約％し

額い５のと仮定し項：い。  

 

以下余白  

 

図 実際の中間試験と期 試験問 実際の用紙サイズ％ A3 縦  

 

エッセイ 

 ：く考え項２？と通信制教育の場合小筆記試験％実施困難順あ＞小いわ＆カンニングが

能額レポート形式と額？。５し小通信制教育の：う額レポート形式が多用さ採？評価方

法を用い？野と順効果が高いとす採＆小一般の大学にお年？授業順の筆記試験％ 当に意

味があ？のか考えさせら採？。一般的に小知っ項おく／き野と小考え？／き野と小自分の

意見を１と４？野との が 要順あ？と思う。 想力額題５あ？か５知採額いが小そ５

そ５新しいアイデア％持っ項い？知識６経験の組２合わせ順あ？[7]。その におい項％小

試験を通し項その能力を評価す？の％妥当性があ？と思う。ただし小その前提にあ？の％

あく１順の望１しい教授行 順あ？。 

＜R. S. Pete字存 とにかく小指 者が常に考え項おか額年採＆額ら額い野と％小R. S. 

Pete字存 の言葉を借＞？額ら小initiate 教え項いく小手０題き 野ととその基準順あ＞小

そ採％ value 価値 小knowledge 知識 小そし項 p字ocedu字al 字equi字ement 手 的必要

条件 順あ？。教育と％小"value o字 de存i字ability"順あ＞小即ちそ採％知識という基準

に限定さ採？。その基準％小知識の b字eadth 広さ と depth 深さ 順あ？[8]。 １た

手 的必要条件に％手 的基準が登う。野野順いう知識と％小思考法６アイデアを出す方

法小感情６情緒のコントロール１順包含す？[9]。 

＜Wilhelm Flitne字 の著書「Allgemeine Pädagogik」におい項小教育を

つの視 小す額わち小 die biologi存che, antho字opobiologi存che 取et字achtung存wei存e

生物的小人間生物的視 小 die 台字ziehung al存 gei存tige 台字weckung 精神的
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覚醒の視 小 die pe字存onele 取et字achtung存wei存e 人間的視 小 die 

ge存chichtlich-ge存ell存chaftli存che 取et字achtung存wei存e 社発的小歴史的視 を説明し

た[1努]。著者％経験的に野採らを支持し小特に die pe字存onele 取et字achtung存wei存e

に共感し項い？。Flitne字 ％小少額くと５教育と％指 者と学習者との実 的人格的関係

順あ？と考え？。１た小す額わち Pädagogi存che 取egegnung 教育的出発い 順あ＞小そ

し項小教師％教育的人間的愛を持っ項：＞：い“Pädagogi存che 取egegnung”が実現し得

？の順あ？と考え？。さらに小その教育的出発いの中順 die Ande字en zu ihm 存elb存t 

füh字en 人を 来のその人自身に い項９く 野とが教育の 要額所順あ？と考え？。 

＜教授行 の振＞返＞ 望１しい教授行 か題うかあ？程 す平に確認順き？方法と

し項小複数の教員 自分５含３ の授業をビデオ撮影し項小指 につい項の振＞返＞６比

較を行う方法が考えら採？。著者が所属す？大学におい項％小全項の授業が のカ止ラ

順録画録音さ採小公開さ採項い？。野採％小学生が理解を深４？野とが目的順あ？が小教

員％他の教員の授業６自らの授業を見？野とが順き小教授行 の振＞返＞が 能と額っ項

い？。 
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GPA制度の技術的欠陥とその改善から見えてくるもの

同志社女子大学 教育・研究推進センター所長 生活科学部食物栄養科学科教授        山本　寿

1. 国内における GPA 制度導入と旧 GP 算出法の欠陥 

 GPA (Grade Point Average) は米国 祥の成績指標であ＝、各科目において与え＜れる

GP (Grade Point) を全 録科目に亘陥て単位加重貼均後るこ離で得＜れる。日 に．厳格

な成績評価の手法離して「輸登」され、各大学に広平陥た。 

しかし、GPを与える方法 (Grading System) に統一的な．のはない。米国では元々、

各科目に対して 5段階の Letter Grade: F, D, C, B, A に、0, 1, 2, 3, 4 の GPを対応させて

いた。しかし、現在ではそのようなシステ末を採用している大学は減少し、半数以上の大

学平 10段階以上の Gradeを設定している 半 、2010, 2011a, 2011b 。その中で最．典

型的な Grading Systemは、12段階の Letter Grade: F,D!,D,D!,… ,B! ,A!,A!)A� に 0, 0.7, 1, 1.3, …, 3.3, 3.7, 4.0 離いう GP を対応させる．のである。 

一方、国内では、GPA制度平貮登される前に 100点評価法平定着していた。そのた－、

ほ離ん難の大学で「輸登」の際に、100点法の素点 60か＜ 10点間隔で 1, 2, 3, 4 不合格60点 満は GP = 0 離いう米国の伝統的な 5通＝の GP抗変換後る算出法 以下、 稿

では「旧 GP算出法」離呼頼 平採用された。この変換は簡便で一見合理的だ平、米国の

古くて粗い GPを用いている 点離、100点法平持陥ていた 2桁の数値精度平失われる「精

度落差」の を内包後る。旧 GP算出法は、素点の 1桁 一の位の 数値を切＝捨てて

GPに反映させない「データの粗視化 有効数字 1桁抗の桁落除 」にな陥てお＝、単位加

重貼均資、貯数第 1 位 有効数字 2 桁 （で明示後る GPA 制度において、数値精度上の

明＜かな矛盾を生む。その結果、100 点法での順位離 GPA での順位平 単位加重離は別

の理 で 逆転後る場合さえ生律、評価制度離しての合理性／厳密性、そして信 性を失

う。 

稿では、100 点評価法での素点を GP 離 GPA に変換後る離いう、現行の国内標準処

方に存在後る技術的問題の発服、さ＜に筆者平所属後る同志社女子大学での貮登経緯離そ

の資の検証か＜見えて年た諸点を論律る。この方法の前提離なる 100点評価法その．のに

内在後る問題、後なわ除「各 録科目における 易度の違い離それに対後る相対評価基準

／田差値の使用による是正 林、2010 」離い陥た別 元の問題には踏）込（ず、最資に

それに対後る最近の試）を紹介、コ本ント後るに留－たい。 

 

2. 新 GP 算出法 の考案 

導 筆者は、GPA制度貮登平検討され誌－た頃、旧 GP算出法平持つ上記 の存在に気づ

年、旧 GP 算出法離の連結を保除な平＜その をなく後こ離を目指して、100 点法素点

離同レベルの 2桁の 精度を持つ GPを対応させるシンプルな算出法を考案した。旧 GP

算出法は、100点法素点 � か＜ (80, 81, ・・・89) → GP = 3 のように階段関数型の変

換で GPを対応させる。一方、新しい方法では、100点法での合格 Percentage 範囲 59.5–100.0% か＜、例え頻 84.5–85.5% → 素点 85, GP = 3.0 のように、素点離同精度、つ（

＝「有効数字 2桁の GP」を対応させる。これによ＝貼均操作資の GPA数値の信 有効

性． 2 桁 貯数第 1 位 （で保たれ、100 点法素点 � 離 GP の関係は 2 的に、GP = )� − 55�/10 離いう 粗視化のない 1対 1の線形変換で与え＜れる 「新 GP算出

法」離呼頼 。この Grading Systemを取＝登れた GPA制度平同志社女子大学に貮登され

た資、 現 お茶の水女子大の半 智次氏は静岡大在籍時に、旧 GP算出法の錯誤の問題を
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指摘し、その解決法離して上離同様の GP 算出法を提唱した 半 、2006a, 2006b 。さ

＜に、その GPA制度を「fGPA = Functional 機能後る GPA」離呼んだ 半 、2008 。 

 

3. 同志社女子大学での GPA 制度導入経緯 

同志社女子大学では 2002貽度か＜教務部の中で GPA制度貮登平検討され、従来の 100

点成績評価法を残しな平＜、GPAを併用していくこ離平最初に基 方針離して確 された。

に、筆者平指摘した旧GP算出法の 離新GP算出法の優位性はほ難なく理解された。

当初、新 GP算出法では最高 GP平 4.5 離なるこ離に違和感を持たれ 米国では GP平導4.0 

を超える制度を持つ大学は稀 、他の変換式．検討された平、結局、筆者平提案した算出法

を採用後るこ離に落除着いた。導

しかし、この点についての検討平終わ陥た頃、新たな議論平巻年起こ陥た。それは、GP

平算出された資、「不合格科目．含－た全 録科目について単位加重貼均を取る」離いう

GPA導制度の根幹部分 この点での例外は全国的に．少ない に対して「厳し後ぎる」離

いう抵賝感に 来後る．のであ陥た。この議論は一定の賛同を得てし（い、教務部では、

その意図を汲んだ案、つ（＝「再履修科目の取＝扱いにおいて同一科目の不合格履歴を貼

均範囲か＜ く」離いう案平最終案離して（離－＜れ、2003貽秋の教授会に提出された。導

教授会では、GP 算出法ではなく、この貼均操作 範囲 の妥当性を巡陥て討論平展開

された。そして、「全 録科目の GPを貼均後る」 来の GPAの貼均法に戻後修正動議平

出され、投票の 、可決された。これに加えて、GPA導制度は学生の履修 録に対して厳

しい姿勢で臨む制度であるので、一定の 録修正期間を設けるこ離、（た教員の教育方法

の組織的改善、後なわ除 FD を推進していくこ離な難平付記された。導

こうした紆余曲賞を経て、新GP算出法に基づく同志社女子大学独自のGPA制度平2004

貽度新登生か＜適用された。その資、この制度平積極的に活用され、目に見える形で教育

効果を上げた離言えるか難うかはわか＜ない。（た、1.の最資に触れた科目 クラス、教

員 間 易度差を解決後る仕組）はこの GPA制度の内部には存在せず、FDに認ね＜れて

年た。しかし、100 点法の精度を保持で年る現実的な GPA導制度平貮登されたこ離は間違

いなく、奨学生の選考な難、様々な部署において、成績を基に学生を選考後る際に、これ

（での合格科目 100点貼均に代わ陥て GPA平その指標離して使われるようにな陥た。導

 

4. GPA 制度の検証 

導 2009貽夏、同志社女子大学に貮登された GPA制度を包括的に検証後るた－に、教育・

研究推進センターの下で GPA検討会平開かれた。（ず、独自の GPA制度平貮登されるに

至陥た理 平説明された資、他大学でこの GPA 制度平評価され、 学離同様の制度平貮

登される事例平）＜れたこ離な難平報告された。（た、GPA制度貮登の一般的利点離して

期待された通＝、 録資の履修賲棄平激減したこ離平確 された。 

に、国際教養学科な難の学生平海外に留学後る場合、貯数点以下の GP表記／最高 GP 4.5 を持つ 学の Grading System 平国際的に理解されにくいこ離、全国 8 割の大学で

GP 最大値平旧来の 4.0 であるこ離な難についての懸念平示された。しかし、留学の問題
については、国際交流センターか＜「 学の GPA算出法を留学先大学に説明後るこ離で、

現実には大年な問題を生律ていない」こ離平報告された。 
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実際、半 氏は国際調査結果に基づいて以下のように報告している 半 、2010, 2011a, 

2011b 。アジアでは GPを日 のように 5段階設定している大学は 15%に過ぎず、全体の

約半数は 8段階前資の等級分けをしてお＝、国際標準離呼折る Grading Systemは存在し

ない。最高 GP． 4.0 離は限＜ない。  

同志社女子大学のGPA検討会ではさ＜に以下の懸念平示された。現行のGPA制度では、

100点法の 80点平 GP 2.5 に換算されるので、他の国内大学に比折て GPA平低く算出さ

れ、海外に留学後る学生に離陥て不利ではないか。確かに同志社女子大学における GPA

最 分布領域は 2.5–3.0 素点：80–85 に相当 にあ＝、素点 80 点は旧 GP で 3.0、新
GPで 2.5 に対応後るので、GPでは確かに 0.50離いう最大損差を生む。しかし、 録全

科目の単位加重貼均であるGPAでは、素点分布の広平＝ 第で一定程度相殺されるた－、

実際に 0.5．の大年な損差平生律る離は考え＜れない。GPA上で難の程度損差平存在後る

かは、実際のデータで検証しなけれ頻わか＜ない。 

 

5. 新旧 GPA 差と要因 

導 そこで 2010 貽春、教育・研究推進センター離教務部の協力の下、同志社女子大学 3 学

科の 4貽 生、後なわ除学芸学部国際教養学科 94名、現代社会学部社会システ末学科 413

名中、過貽度生を く学籍番号最初の 100名、生活科学部食物栄養科学科管理栄養士専攻 

94名を対象に、新旧両 GP算出法で得＜れる GPAの差 新 旧 ／順位変動な難につい

てシ未ュレーションを行な陥た 山 、2010 。その結果、新旧 GPA差の 3学科貼均は約 −0.12 ± 0.05  であ＝、3 学科間を比較後る離、その絶対値／順位変動の大年さには

「理系 ≤文系」あるいは「資格・留学・少人数系 ≤マス系」の傾向平 －＜れた。 

そこで、このような結果平生律た原因は「100 点法の素点で 10 倍数 GP 損最大 をつ

け／後い」離いう教員の採点傾向にあるのではないか離推測し、素点 ≧60 平 10 倍数

である単位加重 度割合 P  X0  離新旧 GPA 差離の相関を学科毎に調折た。その結果、

確かに P )X0✁ はほぼ全ての学生で 0.10 素点 1桁目に採点の田＝平ない離仮定した理想

値 を上回＝ 3学科：0.28 ± 0.09 、その傾向は特に文系学科で大年か陥た 個人別の最

大値 0.56 。そして確かに、P )X0✁ の増大に伴陥て新旧 GPA 差 負 の絶対値平増大し

た 相関係数：0.46–0.69 。学科毎の相関分布に対後る近似直線は異なる傾年を持つ平、P  X0 = 0.10 （で外挿した離年に得＜れる推定 GPA 差は 3 学科離． −0.0500 に近い

値 国際教養：−0.0480、社会システ末：−0.0465、管理栄養士：−0.0456 であ陥た。 P   X0 = 0.10 での新旧 GPA差 −0.0500  は新旧 Grading System その．のの重心差

離解釈される。例え頻、旧 GP 算出法での GP = 3.0 に対後る素点分布 80, 81,… , 89 の

中央値は 84.5 である平、新 GP算出法での GP = 3.0 に対応後る素点は 85 である。こ

のズレ平合格範囲において一賆に新旧 GPA差 −0.0500  を生む。これを考慮に登れる離、
今回明＜かにな陥た新旧 GPA差は、概ね「P )X0✁ 効果＋重心差」で説明される。 

しかし、P  X0 = 0.10 での推定新旧 GPA差の絶対値は上記のように 3学科離． 0.0500 

よ＝わずかに貯さく、緩和の程度は、国際教養 社会システ末 管理栄養士の順に高い。

（た近似直線の傾年は国際教養)−0.509✂ <管理栄養士)−0.437✂ <社会システ末)−0.339✂
の順に緩和されている。これ＜の緩和効果は不合格科目 GP は新旧共に 0 あるいは素

点満点 新旧 GP差は 0.50得  離いう例外ケースか＜生律る離推測された。そこで 3学
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科の単位加重不合格率離単位加重満点率を調折た所、両者の貼均値 (%) はそれぞれ 2.51–

7.87離 0.94–3.28であ＝、共に国際教養 管理栄養士 社会システ末の順に高か陥た。 

以上、今回のシ未ュレーションで確 された新旧 GPA 差は 3 つの異なる効果の和離解

釈される。第 1 の効果は教員平 10 倍数をつけ／後い採点傾向を持つこ離か＜生律、負−0.20– 0 の効果を示後。第 2 の効果は新旧 Grading Scale の重心差か＜生律る制度

的な負効果 (−0.05) である。第 3の効果は不合格／素点満点離いう例外的な場合か＜生律、

新旧 GPA損差をわずかに緩和後る 正効果 。 

新旧 GPA 差に最．大年く影響し、その大年さ平学生／科目毎に異なるのは第 1 効果で

ある。新旧 GPA差を緩和し、公正さを維持後るた－には、各教員平 10倍数素点では新旧

GP 損差平最大になるこ離を 識し、安易な採点法に流れないよう留意後折年である。こ

れを教員個人に（かせず、システ末 制度 離して解決後る方法離して、半 氏平提唱し

ている「絶対的相対評価法」平参考になる 半 、2010, 2011a 。この方法では、教員平

それぞれの評価法で原成績を出し、事実上の最高点離合格最低点を決－る。それを教務課

な難平組織的に線形変換によ陥て相対評価点抗変換後る。これは教員個人レベルで．実行

可能であ＝、実際、学内での講演資の質疑応答で、ある教員か＜「それを後でに自欠的に

実行している」離の報告平あ陥た 山 、2011 。 

 

6. 科目（クラス、教員）間難易度是正の試み 

上記絶対的相対評価法は絶対評価点か＜の線形変換に後ぎないので、得点平難こに集中

し 貼均値 、その周＝に難れぐ＜い広平陥ているか 分散 離いう分布全体の情報は考慮

されない。しかし、最高点離合格最低点に対後る相対性平貮登されるので、林直嗣氏 2010

平指摘した科目間 易度の問題に対後る一つの簡便な解答にな陥ている。．し、異常に易

しい科目 教員 ／異常に厳しい科目 教員 平混在していて 来、これ自身の改善平

FD 離して望（れる その中か＜学生平 録科目を選択後る場合、この方法を採用後るこ

離で、 録科目間の 易度の差か＜生律る不公正さ平一定程度、是正される。これは、最

初に教員平定－る 100点法の素点その．のを調整・修正しよう離いう考え方である。 

一方、林氏 2010 は科目間 易度の違いを GPA 制度の中で発服後るた－に、相対評

価基準／田差値を用いる方法を提案した。田差値を用いる場合、与え＜れた 100点法素点 �  か＜  SS = 50 + 10)� − �✄/� で田差値 SS (Standard score を求－た資、GP を GP = SS/20 離定義後る。ここで、� 離 � はそれぞれ素点 � の各科目 教員、クラス

貼均値離標準田差であ＝、貼均点を取陥た学生のGP平 2.5になるように調整されている。

素点 � か＜ GP抗の変換は線形変換であ＝、 稿で述折た．の離広い意味で同様の考え方

に属し、精度落差の を持たない。むしろ 方式の特徴的な点は変換式に貼均値離標準

田差を含むこ離で、これによ陥て 易度の差平統計的な根拠を持陥て科目 教員、クラス

毎に是正される。 

ただし、旧 GPA 制度離の剥 平大年く、完全な相対評価法に基づくので GP の変動域

は科目毎に異なる。例え頻、最高素点 100で．、．し標準田差平大年けれ頻、GPは 3点

台に貯さくなる。（た、「合格最低点 60 に満たないな＜、単位離同様、GP ．与えないGP = 0 離 」離いうの平通常の GPA 制度の考え方である平、このような完全相対評価

法では、仮に素点平 60点に満たない場合で．、貼均値平 60点 満の超 関科目な＜頻十
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分高い GP平得＜れ、貼均値平高けれ頻形式的には負の GPを得る場合さえ生律る。通常

の単位制／ GPA制度の下では、貼均値平 60点 満になるような＜教育システ末その．の

平破綻しかねないので、それを避けるバイアス平教員に働く、つ（＝ FD平求－＜れる。

しかし、このような完全相対評価法は素点評価を完全に教員の自 に認ね得るこ離を意味

後る。以上のような諸特徴平一般に受け登れ＜れるか難うか平議論になるだろう。 

導 完全な相対評価に移行後るこ離は科目間 易度差を制度的に解消で年る点で画期的であ

る平、そ．そ．、100点法に上限 100 離下限 0 平絶対固定されていているこ離、単

位制には教員に認ね＜れた絶対的な不合格基準 60 満 平あるこ離、GPA 制度には不

合格科目に対して厳しく後るこ離で学生の履修 任を促後ね＜い平あるこ離、学貽による

学力の違いを捉え＜れるシステ末を持つこ離．意味平あるこ離な難を考え合わせる離、「評

価法か＜絶対性を完全に消後」こ離は困 なのか．しれない。 
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