
5

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①シンポジウム①

主体的な学びを支える仕組み

シンポジスト

濱名　篤　　　（学校法人濱名学院 理事長・関西国際大学 学長）

荒瀬　克己　　（京都市教育委員会 教育企画監）

福田　直史　　（高知工科大学 総務部長）

コーディネーター

髙橋　伸一　　（京都精華大学 人文学部 教授 共通教育センター長）



6

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①



＜シンポジウム①＞

主体的な学びを支える仕組み

参　加　人　数　　　479 名

シ ン ポ ジ ス ト

第 1 報 告 者 　　  濱名　篤　　（学校法人濱名学院 理事長・関西国際大学 学長）

第 2 報 告 者 　　  荒瀬　克己　（京都市教育委員会 教育企画監）

第 3 報 告 者 　　  福田　直史　（高知工科大学 総務部長）

コーディネーター　　    髙橋　伸一　（京都精華大学 人文学部 教授 共通教育センター長）

髙橋　改めまして皆様こんにちは。本日はお寒い中、

また年度末でお忙しいところ FD フォーラムへご参集い

ただき誠にありがとうございます。それでは第 1シンポ

ジウムを開催させていただきます。私はこのシンポジウ

ムのコーディネーター役と本日の司会進行を務めさせて

いただきます、京都精華大学の髙橋です。よろしくお願

いいたします。

　まずは私の方から10 分間ほどお時間を頂いてこのシ

ンポジウムの趣旨と進行の説明、ならびに参加者の皆

さんとの簡単なアイスブレイクを行わせていただきます。

今回の FD フォーラムの全体のテーマ並びにシンポジ

ウムのテーマは、共に、「主体的」という言葉と「学ぶ」

という言葉をキーワードとして含んでおります。この 2 つ

のタイトルをあわせますと、「学生が主体的に学ぶ力を

身につけるには、主体的な学びを支える仕組みが大切

である。」という認識になります。今回のシンポジウムで

は、主体的な学びに対する認識、あるいは実践的な仕

組みへの視点の獲得ということを FD 的な要素として組

み込みました。

　今回のシンポジウムのテーマは昨年 8 月に中教審から

発表されました答申、いわゆる「質的転換答申」を強く

念頭に入れております。あの答申につきましては「学修時

間の確保」、「能動的な学修（アクティブラーニング）」等、

幾つかの注目される論点がありクローズアップされてきま

した。また、解釈も様々になされてきたと思います。」

　このシンポジウムを構成するにあたってコーディネー

ターとして私自身重要だと思う 4 つの点を企画のベース

とさせていただきました。

　まず第 1 点目は「主体的な学びの確立」あるいは「主

体的に考える力の育成」という教育的目的と課題の重

要性については大学関係者に広く認識されており、特に

異論はないという点。

　第 2 点目は、この教育的な目的と課題については、

高等教育界だけではなく初等・中等教育関係者にとっ

てもその重要性が認識されており、同様に重要な教育

的課題である点。

　3 点目は、しかしこの教育的課題を細かく解析した

場合、個々のファクターにアプローチする理論は存在す

るが、全体的に機能し統括する大きな理論的枠組みが

ないという点。

　そして最後の 4 点目は、ということは、この教育的

課題については極力偶然的なアプローチあるいは勘違

いを排して、より良い試行錯誤や実践的活動を通じて、

主体的に私たち教育関係者が解決していくことが求めら

れていること。特にそのリーダーシップを取ることが高

等教育界に大きく期待されていること。この 4 つの点を

ベースにシンポジウムを企画させていただきました。

　シンポジウム第 1 部では 3 名のシンポジストをお招き

しており報告発表をお聞きしていただきます。ここで高

いところから大変恐縮なのですが、3 名のシンポジスト

の方々をご紹介させていただきます。正面向かって右側

の前列に座っておられます。誠に恐縮ですがご紹介の

時にお顔をフロアの皆さんの方にお向けいただけるとあ

りがたいです。またフロアの皆さんは拍手でもってどう

ぞお迎え下さい。

　まず最初のご発表は、「主体的な学び」に関する課

題解決に向け、具体的な教育実践を視野に入れた包括

的な理論的枠組みを、中教審のメンバーであり今回の

答申にも深く関わられました、関西国際大学学長の濱

名篤先生からお話していただきます。濱名先生よろしく

お願いいたします。次に「主体的な学び」のテーマが高

等教育から初等教育まで、教育全体の縦軸をイメージ

できるように中等教育の視点から、現京都教育委員会

教育企画監であり元堀川高校校長として「堀川高校の

奇跡」の原動力になられました荒瀬克己先生からお話

していただきます。荒瀬先生よろしくお願いいたします。

最後に、日本の大学においてこの教育的課題について

最も上手く仕組みを作り上げている大学のひとつである

高知工科大学から福田直史総務部長をお招きして、高

知工科大学のハード面とソフト面のバランスの良い学習
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支援環境の仕組みをご紹介して頂くことになっています。

福田部長よろしくお願いします。

　続きましてシンポジウムの進行の説明に入らせていた

だきます。シンポジウムは 1 部と 2 部の構成になってお

りまして、1 部ではシンポジストの方々のお話を聞いて

いただきます。その後 30 分間の休憩を挟みます。その

間にシンポジストのご発表に対するご質問とご意見をお

受けいたします。お手元の資料に、質問票が 3 枚入っ

ていると思いますがその1 枚をお使い下さい。休憩時間

に書いてもらった質問票に関しましてはスタッフが回収

させていただきます。

　回収したシートに関しては、第 2 部の「ディスカッショ

ン①」でそれぞれの質問に対してシンポジストの方々に

お答えしていただきますので、皆さまご協力の方、よろ

しくお願いいたします。そして、「ディスカッション②」は、

4 時 10 分から 5 時まで 50 分間設けていますが、そこ

ではシンポジウムの発表とディスカッション①の質疑応

答を受けた形で一旦フロアの皆さんにバトンを渡し、4

～ 5 名のグループになって頂いてグループトークをして

頂こうと考えております。それまで聞いてきたお話の中

で思うことや考えることが必ずあると思います。それをそ

こでお話をして頂いて、1 つの質問や意見にまとめてい

ただきたいと思います。その質問や意見を回収していた

だき、ディスカッション②ではそれをベースにしながら

質疑応答をしていきたいと思っています。第 2 部の後半

では、皆様のご協力がキーになりますが、何卒よろしく

お願いいたします。

　大人数なので細かい仕掛けはできないのですが、聞

くだけではなく自ら関わり話すというアクティブな行為か

ら1 人では考えつかない質問や意見が出てくると面白い

かな、と思っています。

　それではまず第 2 部向けたウォーミングアップとして、

簡単なアイスブレイクを行わせてもらいます。隣の人、

なるべく知らない人と 2 人、あるいは 3 人組んで頂いて

ご所属とお名前、そして FD フォーラムに何故参加した

のか、あるいはシンポジウムで何を得たいかと思ってい

るのかを、1 人 1 分間程度でお話の方をお伝え下さい。

約 3 分間ほど取ります。1 分ごとに私の方から時間の

お伝えいたします。それではご協力をお願いいたします。

それではアイスブレイクということで周りの方と 2、3 人

で結構ですのでお話して下さい。

（3 分経過）

3 分間経ちました。ご協力ありがとうございました。こ

れでアイスブレイクを終わらせていただきます。これを

機に後ほどのフロアトークの際にお話を活発にして頂け

ればと思います。

　それではシンポジストの方々のご発表の方に移らせて

いただきます。最初は「ハイ・インパクト・プラクティス

の導入から始まる学びのイノベーション」と題して濱名

篤先生の方からご発表の方をいただきます。濱名先生、

よろしくお願いいたします。

濱名　皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました濱名

でございます。持ち時間 30 分ということでスタートちょっ

と遅れていますね。よろしくお付き合いいただきたいと

思います。私が使いましたハイ・インパクト・プラクティ

スというのは皆様方にはあまり聞きなれない言葉だと思

います。これは今のアメリカの大学関係者であれば殆ど

誰でも知っているといっていい教育方法です。どのよう

にしてこの方法を導入していくのかということが課題と

なっています。こういう方法から主体的な学びを作って

いく。あるいは学びのイノベーションを行っていく必要

がある。これは小中等教育ではこういう学びのイノベー

ションという言葉を使うのですけれども、高等教育にも

学びのイノベーションがあってもいいのではないかとい

うことでございます。私はですね、学生が主体的に学

ぶ力をつけるにはという副題をつけているのですが、主

体的な学びというのはなかなか奥深いものがありまし

て、こうすれば必ず主体的な学びができるというのは難

しいのではないのかと、ただそれを作るインフラをどう

考えていくかについて、お話をさせていただきたいと思

います。話の構成はですね、これは皆様方も私どもが、

荒瀬先生も参画されていましたが中教審で議論をして

いくプロセスでいろんなデータが出てくる。これは明ら

かに一時代前の中教審と変わってきていまして、実は皆

様方どのぐらいご覧になられているか分かりませんが議

事録が全部アップされていますので、荒瀬が何を言っ

たか、濱名が何を言ったかが逐一出てきますので、大

胆な荒瀬先生は議事録をチェックしないままそのままだ

そうですけど、私は言い間違えたところを直したりして

余計な手間がかかっているのですが、それと同時に資

料も全部出ていますのでそれも合わせてご覧になられ

ればと思います。その中に一時代前と何が変わっている

かというとデータをきちっと使って議論するようになって

おります。そのデータからの話とそれから答申から改革

に対して私どもが議論の中から、何をしていけば答申の

方向性を実現することができるのかと。それと、私が

最近非常にこだわっております学習成果。これは質保

証といえば学習成果と。このあたりの問題を取り上げて

いきたいと思っています。まずこれは耳の痛いやつです
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ね。これを出されて機嫌のよくなる大学関係者は誰もい

ない。大学の成果に関する、これは東大の 4 万人調査

の結果でこれまでの授業経験と自分の実力という学生

の評価ですね。これを見ていきますと授業経験が役立っ

ていないというのが一番多いのは上の専門知識ですね。

専門知識は聞いた知識は役に立っているというのが大

体 6 割ぐらいから多くて 7 割程度入っているのですが、

社会から期待されるジェネリックスキル論理的に文章が

書ける、コミュニケーション、外国語というような汎用

的に大卒者に求められるようなことが役に立っていない

のが同じぐらいの7割ぐらいです。こちらもよりジェネリッ

クになっていきますけれども分析的批判的に考える力、

このあたりも推して知るべし。問題を見つけ解決方法を

考える力、幅広い知識、ものの見方、社会から期待さ

れているのはこっちも多いのですがこれも更に多いので

すがあまり役に立っていない。自分の実力はというと見

て頂くと、このあたりは不十分と答えている。専門知識

も役には立っているけど力が付いていない。残念ながら

これが全国の大学に対する学生の評価というふうになっ

ているわけです。それでもう1 つの大きな問題は学習時

間。学習時間というのは非常にトリッキーな設問で、少

なくとも、全国学長調査というのを審議の最中に行われ

まして、満足度、学長と学部長、学習時間において授

業の出席。すごいです、ほぼ一致していますね。これ

は 9 割以上が今の学生は授業に出ている。ところが授

業外の学習では、これも一致していまして4 分の 3 は不

十分だと答えている。授業には出るけれども教室外で

は学習していない。中教審の見立て通りの結果になっ

ていたわけです。こういう話をしますとよく出る話が自虐

的な話で、うちの大学は第 1 志望で入ってきた子は少

ないし、高校までの基礎学力も低いからしょうがないの

だという話がでますね。これからはこういう印象論は排

していかないといけない。やはりきちんと見ていくと必ず

しもそうではないと出てくるわけですね。これは別のデー

タがあるのですが、これは東大の 4 万人調査に戻って

いますが、これを見ていただきますとこれが学校なので

すが、これが入学時の偏差値、これが学習時間、授業

に関する学習時間とそれに関係ない時間を足したデー

タでご覧になられた方おられるかもしれません。見てい

ただきますと、偏差値が一番多いのはこの C 大学は偏

差値が高くないけれども学習はしている。R 大学はです

ね偏差値は高いけども学習はしていない。ですから偏

差値が高い入学時の学力が高かった子が自然に学習す

るというわけではないというインプリケーションになるわ

けですね。つまり大学の環境や仕組みとか指導のやり

方によって学生たちの学習の時間が変わってくるという

ことですね。次に、これは授業ですね。今日のように

大人数のイベントをしますと立命館大学のように大きな

大学でこういう場所はいいなと思うのですが、通常の授

業で大人数授業は今や批判される対象になるわけです

ね。ところが大人数授業が相変わらず多いのかという

と今の専任教員の 1コマあたりのもちコマなのですね。

これは国公私立、分野ごとに分かれているのですが、

今は大体週 8 コマが相場になっている。ただし同時に

100 人以上の授業がどの形態でも、私立の理系の方が

若干多いのですが、殆どで週に 1 回あるかないかなの

です。つまり大人数授業だから細やかな指導や双方向

的な授業ができないとは社会が理解してもらえる状態

ではない。ということなのです。つまりやり方によっては

双方向的な授業が可能な状況にきているわけです。と

ころが多くの場合、ここに来ておられる先生方もそうだ

と思うのですが大学教員というのは普通は自分の専門

分野に誇りとこだわりを持っている。悪くすれば蛸壺型

と批判されるのですがこれは放っておくとそうなってい

るというのがここのデータからも分かるのです。これは

私大校の私学高等研究所で、私どものプロジェクトの

結果なのですが、全国学科長調査をやりました。学科

の教育目標、学習目標の内容を聞いてきました。上の

方を見てもらいますと殆ど専門分野特有の知識、専門

分野特有の考え方、専門分野特有の技能、技術。こう

いうのが 7 割から 8 割以上の学科の目標の中に入って

くるわけです。そして社会から見た時によく言われるジェ

ネリックな能力といのはこのあたりですが、それよりは

低い 5 割前後になります。ところが共通教育とか教養

教育の目標であったこのあたりの項目は非常に少なく

なっている。人格的な成長もいまや半分以下になってき

ておりまして、専門重視がどんどん進んでいることであ

ります。ところが実際には学育プログラムという言葉が

今回の答申にも出てきます。学育プログラムとは何か、

これにはいろいろな考え方があります。要するに学位に

対するプログラム、124 単位ワンパッケージとして学育

プログラムを考える。先生たちはこう考えていますが学

生たちにとっては共通教養教育が役 30 単位ぐらいです

ね。全国平均でいくと。124 分の 30 ということになり

ますと4 分の 1ぐらいは学生から見ればそこの授業のウ

エイトがあるのですが殆どその辺が視野に入らないとい

う傾向があるということであります。他方大学にとって

の課題を、学長調査の結果なのですが、これを見ると

一時代昔はアルバイトや部活が原因で学習に集中でき

ない。確かにあるのですね。ですが自ら考える習慣が
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不足している、基礎学力が不足している、学習に対する

意欲が不足している。というようなことが上位を占めて

いるわけですね。これを一言で言えば入学までの準備

不足の学生を自ら入れているということで、逆にいうと

準備不足でも大学に入れざるを得ない状況にきている

ことになるのかと思います。それで現状を考えればどう

いうことか。学生にしてみれば学習成果は学んで身につ

いている社会的通用性に疑問を持っている。教室内で

学習しても教室内の学びでは不十分だと。教員にとっ

て教育のウエイトは拡大していって 8 コマ平均に全国平

均が来ているわけですけども大人数講義も少数になっ

てきているので、努力すればできるかもしれないけども

ティーチングロード全体が非常に微妙な状況にある。コ

マ数は増えている。ユニットは小さく。そういう形にな

るのかもしれません。更に教員の意識は専門重視で学

育プログラムというものの考え方、理念としての 124 単

位はワンパッケージという考え方とはかなり乖離した状

況になってきている。尚且つ入学時から準備不足の学

生を入れているというのが 4 分の 3 の大学でそういう認

識を持っているわけですからそれに対する対応ができ

ているのか。このあたりが我々が解決していく主体的な

学びを考えていく前の現状分析になるのかもわかりませ

ん。それでわれわれもいろいろと調べていくとこういっ

た課題は最近になって浮上したのかというと、どうもそ

うではない。いろいろ見るとOECD の 1974 年教育使

節団の報告書の中にも出てきているのですがロナウド・

ドーアさんがこんなことを書いています。当時はピラミッ

ド構造。富士山を八ヶ岳にというように永井道雄さんが

文部大臣になった時に一極型ピラミッドは問題だと言っ

たのですがそんな時にこんなことを書かれていたのです

ね。ピラミッド構造は日本の私立大学のその下の方の大

学ならば、金を払えば静かな暴れないチンパンジーさえ

も入れると。じつはこういう時代にこんな話が出ていた

のですね。しかしながら、これは上智大学の中興の祖

であるヨゼフ・ピタウという学長、上智が非常に飛躍時

の学長ですが、実は私が入学した時の学長で、卒業す

る時に学長を辞められたのですがこの人はこういうこと

を言っていますね。頭の良い学生ばかりではなくて平凡

な学生が大学に入れるのは少しも悪いことではない。む

しろ相当数の学生は頭が良かろうが悪かろうがたいした

努力もなく成長もなく目標もなく漠然と大学を通り抜け

ることの方が悪い。これは本当の大学の恥で犯罪だと。

つまり考えてみると多様な学生が入ってきている70 年

代から。80 年代ぐらいから既に大学自体の教育の質に

対して疑問を呈する有識者は大学関係者の中にあった

のですが、それを積み残してきて本当に学生が多様化

してきたという状態になった時にわれわれは非常に準

備不足の状態で困っているということになるのかもしれ

ません。中教審の問題意識、これはいろいろありました。

私個人的には学習時間を強調する議論は好みではない

という発言をしたのです。あまり適切ではないのではな

いかと言ったのですが、いろいろあって時間というのは

分かりやすいとなりまして、分かりやすいのでインパクト

のある内容にしなければならない。審議まとめの時にこ

れがクローズアップされたのですね。確かにデータで見

れば学習時間の短さ、しかしこれは中教審が学習時間

が増えれば問題が解決するなどとは考えていません。

必要条件ではある、十分条件ではない。到達目標は学

習成果の質向上だということは審議の中でのコンセンサ

スとしてございました。その中で議論していくプロセス

でキーワードとして出てきたのが予測困難な時代。予測

困難な時代と書いて、逆にご批判もあったかもしれませ

ん。予測困難な時代だという認識で教育の設計ができ

るのかと言われたのですが、事実としてグローバル化、

少子高齢化、成熟社会化等々で、個人も予測できない、

社会も予測できない、私が使っている表現で逆三丁目

の夕日症候群と、今の学生たちは、ここにおられる先

生方多数派は三丁目の夕日を見て懐かしく思う。明日は

今日よりよくなるかも知れないというプロバビリティー。

あるいは普通にやってきたら豊かになってきた。その人

たちは非常に幸せだった。今は私も授業を教えていて

学生に 1 年生に、政権交代の前ですが、あと 2 年した

ら就職戦線スタートする。その時に今よりよくなってき

ていると思うか、今並か、今より悪くなっているかを聞

いて、今よりよくなっていると思うと答えた学生全然いな

いです。並か、今と同じか、悪くなるというふうに思って

いるわけですから大学での学びにモティベーションが

放っておいても高くなるというのは幻想でしかない。で

はどうするのか。主体的な学びとはこれは後ほどお話を

していきますが、我々が主体的な学びを作り出すので

はなく、これは主体的ではありませんよね。主体的とは

内発的なものですから内発的なものを作ろうとするとこ

れは条件は非常に悪いと。つまり OECD 年教育使節

団やピタウさんの指摘の時代とは一際状況が難しくなっ

ているのだと思います。それでこの答申は皆様もお読み

になられたと思いますが、3 月に私と山田礼子、川嶋 

太津夫、こういう私どもの仲間と小笠原正明先生と一

緒に新しい FD で使って頂けるような改革の 30 のキー

ワードなる本を出すのですが、その時に我々執筆者で

議論をした時にこの答申をどう評価するか。私どもは参
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画していたのですが肯定的に評価して当然なのですが

どういう所を評価していただきたいかという願望である

と言っていいと思います。定量的データに注目した。こ

えは分かりやすかったと思いますね。つまり日本の大学

教育には問題があるということを示したわけです。しか

しながら質の問題までは、どこの質の問題が深刻なの

かまでは描けていない弱みもございます。それと教員個

人任せであった高等教育を組織的な共学マネジメント

で質保証する仕組みが必要だという議論になりました。

途中の私の発言の中で非常に拘ったのは、例えばシラ

バスとか FDとかに対して小道具といわれる院の先生が

おられるのですね。これに私は結構反発しまして、小

道具は使っても使わなくてもいいものだと、ある条件で

は使うけど、ある条件では使わない。そんなことは考え

てはダメだと、舞台装置ではないけど学生が学ぶため

の仕組みを考えないといけないのではないかと仕組み、

仕組みと連呼しておったわけですが、それはまさにこの

後の内容を見て頂けると分かると思いますが、仕組みが

必要なのだと。例えば一番大きな問題は何だったのか

と、私は今大きな問題だと思うのは日本の大学授業科

目が細分化しすぎているということだと思っています。

それは是正すべき時はセメスター制の導入だったので

す。セメスター制の導入の時に通年でやっていた科目を

半期にまとめて週 2 回にすれば今よりもう少しましだっ

たかと思いますが、単純にハサミで 2 つに切ったわけ

です。そのままやったので科目数が増えたのが、もの凄

く今になってこたえている。1 つ 1 つの科目の学びの密

度が落ちている。そういうことに対する1 つの問題提起

というか改善の方向性を示したのではないかと。もう1

つは荒瀬先生ともそうだったのですが高校教育部会の

委員と合同協議をして 6 期の終わりに高大接続部会と

いうのができました。7 期でも発足すると思いますけれ

ども、こういうように今までは高校と大学は対岸からお

互いの悪口を言い合っているような感じだったのです

が、ただいろいろ聞いてみますと、例えば高校の調査

書を大学はあんまり尊重していない。大学の成績は産

業界の方殆どあてにしてない。これは相互不信ではな

いかという話を教育関係者の中でしていると某教育委員

会の教育長がそんなことはないと、高校も中学の調査

書を全然信用していない。中学は小学校から送られてく

る指導要録を信用していないと。要するに相互不信の

連鎖が今日の学校教育の危機。K がo 16 とか K がo 12

のような全体的なマスタープランもなければ相互不信の

連鎖が学校教育にあって、学校教育の終わりの高等教

育が一番叩かれ易い状況にあると。というのが現状だ

と思います。そういう意味では一緒に協議できたのは良

かったであろうと。それともう1 つ学生の声を参考にと

いうことで大学教育改革地域フォーラムを始めまして、

私どもが第 1 回目でしたが、これがその後もずっと続い

ているのは良かった。それと今日隣の部会でやってい

ますけれどもそれに近い学生が実際の教育の改革に参

画していく、それも大事なことだろうと思います。学びの

イノベーションの現状と評価を見て頂けますと、これを

見て主体的な学びは難しいが、能動的な学びは作り出

せるというふうに思います。ただ無条件で作り出せるわ

けではない。方向性を大体アクティブラーニング、それ

ともう1 つは教室外学習プログラム、英語で言えばコア

カリキュラムといわれるこれらの総称がハイ・インパクト・

プラクティスと。これは AAC ＆ Uというアメリカのリベ

ラルエディケーションを中心とした大学団体が着目して

つけている名前です。これが一番良いと、こういうもの

が初年次教育ぐらいから始まっていく、こうした方向性

についてはだいたいやれば効果、評価があるというの

が広く知られるようになってきた。しかしながら、経験

学習プログラムの導入は意外と進んでいない。例えば

サービスラーニング、インターンシップ、個々の先生が

一生懸命やっておられる方はいるのだけれども、大学

全体としてどんどん増えていっているかというとなかなか

そうではない。GP などでそんなことを後押ししていた

時代があったのですがこれもなくなってしまいました。

そうすると教授過程、学習過程の目標設定から実際の

運用、改革を進めていく上でかなり組織的な改革をし

ないと、放っておいてもできないのではないかということ

です。ちなみにハイ・インパクト・プラクティスはこうい

う定義です。能動的な学習法とか集団での学習課題を

行う方向でグローバルスタディーですとか、キャップス

トーンとか日本の卒業論文に近いですがこういうものを

使ってやっていきます。ハイ・インパクト・プラクティス

は大体初年次からスタートするというふうに言われてい

ます。特色としては能動的、体験型、集団型、調査型、

こういう要素を盛り込んでいるプログラムが代表的なも

のであり、学生にインパクトがあり現実社会とのつなが

りを感じさせるような内容を持っているということです。

いま大体ジョージ・クーが上げていますけどもこういう

のがハイ・インパクト・プラクティスの例です。例えば初

年次教育でコモンリーディングです。共通の学習体験か

ら学生たちの出会いが始まる。新入生向けのプログラム

です。あるいはアメリカの場合で日本と比べると履修科

目が少ないのですが、アメリカの大学は大体何科目ぐら

い履修するかご存知の方どれぐらいおられますか。手を
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上げてもらえますか。若干しかおられませんね。それで

はちょっと当ててみましょう。まず日本ではどのぐらいか

ご存知ですか。ここで聞いてみます。皆様方主に自分

が面倒をみている学年ありますね、4 年生はやめた方

がいいかな。1 年から 3 年まで自分が一番関わりのあ

る学年想像してください。週何コマ授業を学生たちが

取っているか大体分かる方。これは凄いですね。過去

私がこの種の質問をした中で一番高い手の上がり具合

です。普通今 5 パーセント以下です。わかんないのです

ね。自分が履修委員とか履修の関わりをやっているの

だけれども覚えてない。今日は凄いですね。半数前後

おられたということで。これは画期的です。ところがア

メリカはどのぐらいかというと大体 3 科目から 5 科目ぐ

らいしか取らない。週複数回、3 回ぐらいやる。拘らず、

複数の科目同士でラーニングコミュニティー、教員が共

通に連携して学生たちも履修同士が連携する。5 科目

の中の 2 科目とか 3 科目でやるのです。そうすればも

の凄い横のつながり、これもハイ・インパクト・プラクティ

ス。テーマを統一していく。ライティングのインセンティ

ブとか、様々なプログラムがあります。ちょっと時間が

押していますので次にいきます。こういうことをやってい

くと力が付いていく。アクティブラーニングは教室内で

の学習プログラムで、外のものがそれ以外としてあるの

ですがちょっと飛ばしていきますね。日本の科目間連

携、教育間連携、これを今の話題と合わせて考えてみ

たいと思うのですが、日本は 12 科目、考えてみますと

先生方が熱心になればなるほど、連携がなければ学生

にとっては迷惑な話。どういうことかというと、12 科目

とすると1科目のエフォート率は8 パーセントから9パー

セントしかありませんので、今まで年に 2 回勉強するよ

うになったのが中間レポートを出すようになると年に 4

回だけ勉強するようになった。こういうことがあるし、

グループワーク課題、例えばグループワーク課題を出し

ている方。手を上げていただけますか、日常的に。じゃ

あ伺います。大体どのぐらいの期間で 1 課題を出されま

すか。1ヶ月以上の方。2週間ぐらいの感覚で出される方。

1 週間後の期限の方。ところがこれも考えてみますとグ

ループワーク課題を作ろうとしても週複数回の科目なら

比較的できるのですが、週に 1 回だったらエフォート率

は 8 パーセント、9 パーセントの科目のためにグループ

ワークをやらないといけなくて、日本の学生はアルバイ

トをしていますので時間をどう作るのかということになる

のです。ちなみに東京の某短大は時間割の中にグルー

プワークアワーというのがある。この時間は空けておき

なさいと。この時間にグループワークをやりなさいと。

そうでもしないと学生たちは残らずに、まじめな学生に

だけ負荷がかかってフリーライダーが出るということにな

るのです。更に教育目標、学習目標、シラバスに先生

方が書かれる教員任せだと偏りが非常に大きくなって、

本当は科目間あるいは教育間の連携集約がカリキュラム

マップなのですがそういうことができない。ナンバリン

グというのが持てはやされましたが、このインプリケー

ションは私はこうだと思います。科目は教員の持ち物で

もなければ、学科の持ち物でもない。全学共通のもの

をどう利用するのかということなのです。これはお店と

か、民間の事業を考えてもらうと、それぞれの課が備

品をストックするような、車をそれぞれの課が持つよう

なことはしませんよね。共有して使っていくのですが、

実は教育の場ではそういうことがなかなかできていない

のかも知れません。それで私どもの例ですが、私ども

はベンチマークというのを作ってこういうものがあるので

すが、これをそれぞれの科目が設定するのですが、調

整するのですね。つまり放っておくと例えばプレゼン力

能力などは大学の教員から見ると目標に設定し易いの

ですが、自己責任感を授業を通して学ばせるというのは

放っておくと誰も手をつけない。調整しないと自分たち

の立てた目標がなかなか達成できない。そういうことを

しないとなかなかできない。先ほどのラーニングコミュ

ニティーではないですが複数の科目があった場合に共

通のテーマを作れば、ユニクロの本を読めばいろんな

授業でその知識を活用できる。ディズニーランドでもい

いです。そういうようなものの考え方はアメリカのラーニ

ングコミュニティーと比べると日本でもできうるやり方な

のです。要するにエフォート率は 8 パーセント、9 パー

セントを先生方任せにしていると大学の改革や学生たち

にとって学びの密度が高くなって、あるいは自ら望んで

主体的な学びを作り出していけるのかというのが大きな

問題であろうかと思います。私どもがやっていることで、

レポートを出す時期を科目間調整するのです。学生が

12 科目を取っているとすれば半期の間で、普通放って

おくと 6 週目でやりたがるのですが 4 週目とか 8 週目

でもいいのではないかというふうにやっていくと学生たち

の負荷が分散してやっていくことができる。これは答申

の資料でもあるのですが学習成果をめぐる議論も非常

に散漫になりがちです。なぜかというと、評価対象が

学生なのか、授業内容なのかプログラムなのか大学な

のか分からないですし、誰が評価するのか。みんなこ

こは分かるのです。教員が学生を評価する。ところが

授業科目の評価というのがこの総和が授業科目の評価

とは限らないです。達成すべき学習成果に見合った評
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価をどうするのか。更にいうと学育プログラムという形

ですから、それぞれの学科なら学科の評価をするのは

どういう材料が役に立っているのか。そしてそれを教員

の主体の場合と大学というより大きなユニットで見ていく

場合では評価の方法も材料も変わってくるのですね。

学生の評価は、個人の答案を全員採点しないといけな

いですが、そのプログラムが上手くいっているかどうか

はサンプリングしていくだけでも十分にお互いにチェック

することができる。そういう発想が比較的に日本の場合

はなかったのかもしれません。それでルーブリックの話

なのですが、ルーブリックというのは皆様方もあまり聞

きなれていなかったかもしれませんがこういうことです。

評価と基準を可視化する。もともとパフォーマンス評価

の手法です。それを特定の特長を表す記述法で見てい

きまして、アメリカの AACU のバリュー・ルーブリック

が良く知られています。バリュー・ルーブリックはこうい

う知的な内容、人格的な内容、よりジェネリックな内容

とその相互化について 15 項目のルーブリックを作って

います。ルーブリックを使いますと到達目標を明確化し

たり、採点が容易になるのですが、現物を見て頂いた

方がいいかもしれません。コモンルーブリックというの

を私どもの大学では使い始めております。どういうもの

かを見て頂いた方がいいので先に行きましょう。すみま

せん。現物がないので評価の観点と基準票なのですが、

そういうものを共有していくと複数の科目でリサーチとか

ライティングのルーブリックを作っています。それを使う

ことによって評価基準を共有化できる。つまりエフォー

ト率は 8 パーセント、9 パーセントでも学生たちにあら

かじめ示してそれに基づいてチェック評価ができます

し、それらに基づいてフィードバックすることが容易に

なります。そうして学生たちの学びに対して何ができて

いて、何ができていないのかを可視化することができま

す。能動的に学ぶのか、時間もないので少し急ぎたい

と思いますが、能動的な学びというのは今申し上げたこ

とを組織的に導入すればエフォート率は 8 パーセント、

9 パーセントが 3 科目、4 科目で共通のルーブリックを

使っていく、あるいは共通の素材を作っていくという形

で作っていくことができるわけです。もともとのユニバー

シティの意味を考えればそういうことになってくるのです

が、ただ問題は、私が申し上げているのは殆どが能動

的な学びでしかなくて、主体的な学びと能動的な学び

は同じではない。アメリカの大学は能動的な学びを主

体的じゃなくても学ばせる仕組みを作っているのです。

つまり修復数回の授業でルーブリックを使い、課題を

出し学習時間が多いのだけれどもそれが全員主体的に

学んでいるかどうかは、川嶋 太津夫さんも言っていた

のですが、主体的な学びというのは結局個々の学生が

学びに気付いてもらわないといけない。気付いてもらう

ためには動機も強化しないといけないし、わくわくどき

どきを経験できるような教室外のコアカリキュラムも含

め、あるいは教室内で先ほど皆様方おやりになられた

ようなインタラクティブな学びの時間の共有をしていか

ないといけない。それと同時に非常に重要になっていく

のは学びの成果を可視化していく。ポートフォリオもそう

です、少しお話をしたルーブリックもそうなのです。ど

ういう観点の部分ができていて、どういう観点の部分

ができていないか見ていただきながら、それを学生たち

にフィードバックして振り返りをさせていく。そうした形

で PDCA だけじゃなくて AIとか様々な振り返りに対す

る理論的な枠組みがあるので、学生たちにアクティブな

学びの仕組みを導入する中で学生たちが主体的なモ

ティベーションを見つけていってもらう、そういうことを

していくしか方法はないのではないかというふうに考え

ております。大学として考えているのは全学のディプロ

マポリシーとして、もう1 つはアセスメントポリシー、自

分たちの目標がどういうふうにアセスメントするのか、学

生個人なのか科目なのか組織、あるいは学育プログラ

ムそのものの単位なのか。学外者の視点も含めて多様

的な協議をしながら学生たち自身にも学びのプロセスを

可視化していくということが重要になっていく。最終的

には個人の努力よりもチームでの改善、組織での教育と

いう発想転換が重要になっているのではないかというこ

とでございます。時間を若干オーバーしましたが以上で

私のご報告を終えさせていただきます。ご清聴どうもあ

りがとうございました。

髙橋　濱名先生どうもありがとうございました。それで

は引き続きまして2番目の発表に移らせていただきます。

5 分間進行が押している形で進めさせていただきます。

続きまして「主体的な学びを育てる仕組み」というお題

で荒瀬克己先生の方からお話をお願いいたします。

荒瀬　皆さんこんにちは。私は今京都市教育委員会に

おりますが、去年の 3 月までは京都市立堀川高等学校

で校長をしばらくしておりました。今日はそこで考えたこ

とと実際に行ったことをご紹介したいと思います。たぶ

ん私の役割は、大学と高等学校をどのように繋いでいく

のかということに関して、高等学校はこんなことを考え

ているということをお伝えすることだろうと思っておりま

す。高大接続だとか高大連携といいますけれども、接
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続とか連携を本当にしようとしたら、それぞれが自分の

仕事をきちっとしていないとだめで、大学教育がいろい

ろな批判を受けていらっしゃるようですが、実は高校教

育も相当批判を受けておりまして、そういう意味ではお

互いに頑張ってやっていきましょうということを私なりに

申し上げられたらと思っています。ところで、先ほどの

濱名先生、後に登壇されます福田総務部長、そして私と、

3 人すべてが髭でして、これを高大連携と言うのではあ

りませんが、妙な連携がなされているなと思いながらお

話しさせていただきます。

　資料は誠に申し訳ないのですが、冊子にはレジュメ

のみを掲載していただいています。もしもこのスライド

資料が必要だということでしたら今ご覧になられている

メールアドレスの方にメールを頂きましたら、文字の部

分の資料をお送りいたします。生徒の写真を使ったもの

はお渡しすることはできませんので、その点どうぞよろし

くお願いいたします。メールアドレスは、また後ほども

お知らせいたします。

　今日、私は 4 つのことを申し上げたいと思います。1

つは高校生が勉強しないということ。それで高校教育

がだめだと言われているのですが、そのことを。それか

ら、そもそも高等学校卒業までに、すなわち初等中等

教育の間に、どういった力を付けることが必要なのだろ

うかということ。それから実際にそういったことに基づ

いて具体的に堀川高校というひとつの学校でやった取り

組みです。

　堀川高校と申しますと、いわゆる進学校だとお思いの

方もあろうかと思います。確かに進学校なんですが、進

学する生徒が多いというのはすなわち大学に行ってどん

な学びをするのかという基礎を高等学校の間にきちっと

身に付けさせておかないとならない責任があるというこ

とだと思っています。大学に合格させることだけが進学

校の目的ではありません。また、来年の入試から変わり

ますが、京都の公立高校は、普通科は総合選抜制度

という全国でもほとんど例のない制度を取っておりまし

て、いわゆる上澄みだけを取ってくるとよく言われます

が、そのような生徒だけが集まっている学校ではありま

せん。実に多様な生徒が学んでいます。その中で私た

ちが考えましたのは、偏差値的にどうであれ、学ぶこと

の楽しさを得た生徒は、それが主体的な学びなのか能

動的な学びなのかは先ほどの濱名先生のお話を承って

おりましてなかなか難しいなとは思うのですが、少なくと

も自分で勉強するようになっていく。これについては後

ほどご紹介いたします。

　そして最後には、何のために高校教育はあるのかとい

うことを申し上げたいと思っています。

　まず勉強しない高校生ということですが、この図はよ

く使われている図で、ベネッセの調査です。高校生の

平日の学習時間の経年比較。一番右が 120 分、2 時

間です。偏差値の高い集団ですね。ここでは単純に、

低い、高い、真ん中と言ってしまいますのでご了承くだ

さい。低い集団は学習時間が少ないままで、そんなに

変化していません。高い集団はやや変化はありますが、

ほぼ変わらず学習時間がまあ多いまま。ところがこの真

ん中のボリュームゾーン、ここにいちばんたくさん生徒が

いるわけですが、それが全体的に相当下がっている。

どんどん勉強しなくなってきているわけです。大学教育

がユニバーサル化されたと言いますが、進学する生徒

の多くが、高校時代に勉強していない集団。

　こちらは細かくて見にくいのでざっとした話をします

と、アメリカの大学生の 1 週間の学修時間です。アメリ

カで一番多いのは、60 パーセントぐらいの学生は、10

時間から11 時間勉強しているようです。日本で一番多

いのは 1 時間から 5 時間。この黄緑は何かといいます

と、10 パーセントぐらいは全く勉強しない学生がいるこ

と。なんと日本の大学生は、高校生も勉強しませんが、

その延長線上なのか大学生も勉強していないということ

です。

　文科省の研究委託で北海道大学が受けられました

先導的大学改革推進委託事業で「高等学校段階の学

力を客観的に把握、活用できる新たな仕組みによる調

査研究」というものがありました。いわゆる「高大接続

テスト（仮称）」というものが提案された調査研究です。

北海道大学の佐々木隆生先生が中心になってまとめら

れました。濱名先生も委員に入っておられまして、私も

入っておりました。ここのまとめが 2010 年の 9 月に出

たのですが、そこに「底の抜けた高校教育」と書かれ

ていました。書かれていましたというか、一応書いた側

の 1 人でもあります。

　「底の抜けた高校教育」と言われた高校教育の実態

は、生徒に基礎学力を付けられない、学習意欲を引き

出すことができない、生徒は教えてもらうのを待つだけ

だし、楽なことはしてもいいけど面倒なことはしたくない

とか、こらえることができないとか。こういった状態は

高校教育の責任ではないかといった議論がありました。

　そういったこともあってかと思いますが、中教審として

は 20 年ぶりに、高等学校教育部会というのが設置さ

れました。すべての生徒が身に付けるべき能力としての

「コア」と呼ぶものの内容について、基礎的に身に付け

るべき能力が何なのかについて議論が行われています。
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その中で、労働政策を研究なさっている1 人の委員は、

高等学校教育に期待されるものは、将来社会に出てか

ら自分で生きていくための力、それは何かというと学習

力だとおっしゃいました。自分で学ぶ力。自分で学ばな

いといけないのだと。私自身はそういったことも含めて、

1 人の市民として他と関わりながら生きていく上でどんな

力が必要なのかということ、「市民性」と、まさに学習

意欲というものが必要だと思っています。これはまだ途

中で、今後継続して議論がなされます。

　一方、高大接続特別部会が設置されました。グロー

バル化だとか、グローバル化という言葉自体の意味も考

えないといけないと思いますが、グローバル化だとか大

学教育のユニバーサル化、その中で学士課程教育の質

保証が求められている。入試も現状の問題を考えて適

正化しないといけない。また、高等学校に中学校卒業

者の 98 パーセントが入学してきて高等学校は本当に多

様になってきている。こういう中で高大の接続をどうす

るのか。そういった議論が始まっています。

　議論の中で、大学からの要請とか、社会からの要請

があるということで、それはその通りなんでしょうが、高

等学校教育をどうしていくのか、大学教育をどうしてい

くのかということには、もう一つ重要な視点があると思

うのです。何かといいますと、将来の生徒からの要請で

す。結局彼らが一番困っているのです。私たちは、学生

は勉強しない、学生は主体的な学びができない、高校

生もだめだと言うのですが、結局最終的に本当に困る

のは、将来の彼らなのです。ここのところは教育に関わ

る者全てがしっかりと持っていないとだめだろうと思うの

です。

　大学に入学したらどんなふうに生きていくのか。高等

学校関係者に対して考えてくださいと言っていますのは、

高等学校を卒業して全員が就職するとしたら、どんな力

が必要なのかを考えてみましょう、ということです。そ

こが実は抜けている。たとえば、進学校といわれている

ところは、大学に受かればなにか仕事をしたような気に

なってしまっていはしないか、本当にそれでいいのか、

ということです。

　じゃあ、高校までに身に付ける力は何か。学校教育

法の第 30 条、これは小学校に関する規定ですが、準

用規定となっておりますので中学校も高校もすべてこの

ことをしなければなりません。いわゆる学力の 3 要素

が 30 条第 2 項に書かれています。基礎的・基本的な

知識・技能。その活用力としての思考力、判断力、表

現力、その他の能力。そして主体的に学習に取り組む

態度。まさに学習意欲であります。この 3 つが学力の

重要な 3 要素と言われているものです。

　高等学校教育、学校教育法の第 50 条にいろいろ書

いてありますが、要は国家及び社会の形成者を作らな

いといけない。また進路を自分で選択できる力を付け

ないといけない。また、社会と個人との関係でいうと、

個性の確立を促すとともに社会についての深い理解と

健全な批判力を身に付けさせなければならない。です

が、ほとんどの高等学校においてどうかというと、残念

ながら、といった状態ではないかと思うのです。

　平成 26 年度、来年度から京都市・乙訓地域の高校

入試が大きく変わるのですが、いま声高に叫ばれている

のが、各高等学校の特色化ということです。特色のある

高等学校を作るのだと。特色ある学校とは何かというと、

これは非常に難しくて、簡単には答えられないように思

います。極論かもしれませんが、私は特色化などどうで

もいいと思っております。京都市教育委員会の設置して

いる高等学校は 9 校しかありませんが、この 9 校の校

長に申しておりますのは、特色化よりも何よりもその前に

高等学校教育としてどのような力を付けるのかを共通し

てやっていってほしいということです。特色化よりもむし

ろ高等学校教育の普遍性とは何かを是非考えてほしいと

言っています。学校教育法に基づいて、ですね。そのた

めに是非中学校と連携をしてほしい。中学校教育にどう

いうことを注文するかといったら、高等学校教育でこう

いったことを身に付けさせたいから、その連続性から中

学校教育ではこんなことをやっておいて欲しいということ

を話し合ってほしい。今日は高大接続の観点でお話しし

ていますが、京都市教育委員会では中高接続プロジェク

トという組織を立ち上げて取り組んでいます。

　何度か会議を持ちましたが、最初はほとんど言葉が

通じません。中学校の校長と高校の校長は言葉が通じ

ないところからスタートしています。しかし、若者のため

に、それを乗り越えていこうとすることが、本当の接続

を実現するための中高の繋がりを生み、まさにめざすべ

きキャリア教育を実現するために必要だろうということ

を考えているしだいです。

　この表は神戸大学の川嶋太津夫先生がお使いになっ

ているものをお借りしたものです。大学で特定的なもの、

学問的な専門の分野でしょうか。大学で一般的なもの、

これは教養とか学生生活でしょうか。社会的で特定的

なもの、働く上で、社会で、特定的なもの。技術、経験、

あるいは営業のノウハウといったことかもしれません。そ

してこの D の部分ですね、社会に出た際に共通に必要

なもの。汎用能力だとかジェネリックスキルという言葉

で示されているものです。
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　この力を具体的に考えていく上で我々は 3 つの能力

を考えました。1 つは批判的思考力。学校教育法で、

高等学校で身に付けさせないといけないと言われている

ものです。批判的思考力。それからメタ認知能力。そ

してこれらにとって必要な構造化というような技術。こ

の 3 つです。これらは能力であり技術。能力や技術で

あれば教えられるし、生徒は身に付けられるし、さらに

それをスキルアップさせることもできるというふうに思っ

ています。この能力や技術は、もちろん基礎学力がど

の程度あるかにより左右されるとは言え、繰り返します

が、すべての生徒が身に付けられますし、現にそのよう

にしてきました。それについては後ほどお話しします。

　批判的思考力。これは三森ゆりかさん、筑波の言語

技術教育研究所所長をなさっておられる三森さんが、

非常に単純明快に書いていらっしゃる。ご覧の通りです。

こういう力は当然欲しい。高校生にも欲しい、大学生に

も欲しい。メタ認知。これはご存じの通りです。そして

構造化。高校生に構造化と言うとなかなか通じないの

ですが、物事は様々な要素によって成立しているので、

その要素をどんなふうに読み解いていくのかを考える。

全体を把握したうえで構成要素を明らかにして要素間の

関係をわかりやすく整理して、その際都合の悪い要素

を切り捨てない、そういうことをすると悪い政治家になっ

てしまう。どのように構造化するのかというのを体験す

るために練習問題を作ったりしてやってきたわけです。

構造化ができると全体が把握できるために、漏れとか、

重なり合いを回避しやすくなりますので、文章を書くと

きもすっきりする。また要素間の問題が明らかなので、

修正とか問題解決の際に的確に対処ができる。これは

生徒たちに活動をさせる上で非常に重要です。活動する

上で基礎的な力となります。情報共有をしやすいという

こともあります。すなわち構造化という技術を身に着け

ていくことは、問題解決だとかコミュニケーションといっ

た場面で大変役に立つということです。

　また、コミュニケーションとかコミットメントはとても

大切な力だといわれます。コミュニケーション能力はコ

ミットメントの能力と一体のものだと私は思っています。

コミュニケーションを何のためにするのかというと、コミッ

トメントのためです。関わり合う、参加する、そのコミッ

トメント能力やコミュニケーション能力をどう高めていく

のかということのために、先ほどの批判的思考力とか、

メタ認知能力とか、構造化とかといった能力や技術が

必要になる。

　グローバルコミュニケーションスキル。異文化理解能

力、要は異なるものを理解して調整する能力であるとい

うことを平田オリザさんは言っておられて、みんな違っ

てみんないいんだけれども、実は、みんな違って大変

だ、と言ってらっしゃいます。日本が成長社会と言われ

ている間はみんなが概ね一緒だった感があります。とこ

ろが成熟社会、これは言葉が綺麗ですがもう成長しな

いということですよね、もう大きくは成長しない、逆にこ

れからどんどん崩れていく、それをいかに繋ぎ止めるの

かを考えていかないといけない時に、いろんな考えが

いろんな人にあって、しかも世界との関わり、海外との

関わりを持っていこうとすると、歴史も違う、宗教も違

う、文化も違う、食べ物も違っていてという、そういう

人たちといかにして合意を図っていくか、いかにして違

いを違いと認めながらそれを調整していくか、といった

ことがこれからの若者には必要です。それなのに、高

等学校は相も変わらず入ってきた生徒をただ送り出して

いる。しかし、進路が決まれば大喜び、というだけで

はだめだろうということを思っている高等学校関係者は

とても多くいます。ですから、高校と大学がそれぞれの

責任を果たすこと、生徒・学生の成長ということを軸に

接続や連携を大いにやっていくことが必要だというよう

に思います。

　コミュニケーションについて、ずいぶん以前にこうい

う指摘がありました。「人間誰しも成長するにつれて家

庭や近隣のフェイス・トゥ・フェイスの第 1 次集団から

脱して気心の知れない社会集団に組み込まれる。そこ

での伝達は相手と自分とは異質のものだという前提が必

要になる」。これはまさに今に通用する文章です。「言葉

とは相手との心理的、物理的、文化的距離によって最

適な表現形式を決めなければならないことを思い知らさ

れる。この認識がないと伝達は独りよがりになる。つい

にはどうせ話したって分からないと思い、自分の殻に閉

じこもる仕儀となる。あるいは類は友を呼ぶで、同質の

人間としか付き合わなくなる」。こういう若者が増えてい

るというような危惧、指摘があるわけです。これは平成

7 年、1995 年に書かれたものです。この時期にすでに

こういう指摘がありました。今はそれが具体的に増えて

きてしまっているのではないか。ならばコミットメントや

コミュニケーションということをもっと考えて、いかにそ

れを高等学校段階でやっていくか。

　しかし、コミュニケーションというのは決して容易で

はない。どうして難しいのかを考えると、なぜ伝えにく

いかというと、それぞれに文脈があるからです。ですか

ら先ほどの構造化などが必要になってくる。文脈を明ら

かにできれば、自分の文脈、相手の文脈をきちんと確

かめて通じ合わせていくことをすれば。しかし、これは
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本当に大変なことですね。この面倒なことをしなければ

ならないというのが今の若い人たちであるわけです。

　堀川高校を昨年の 3 月に卒業した生徒の言葉をご紹

介します。海外に行って価値観が変わったとよく言うけ

れども、自分は「3 年間の高校生活を経て価値観が増

えた」と思っているのですね。どういうことかというと、「価

値観の相違だと思って切り捨ててしまうとあまりにももっ

たいない」。ここに出てくる探究基礎というのは後ほどご

紹介いたしますが、それをやっていく中で「こんな見方

もあったのかと腑に落ちる経験をした」と。体験的な学

習は非常に重要だということであります。価値観が増え

るとどうなるかといいますと、「自分の価値観がはっきり

と見えてくると同時に、場合によっては偏った一面的な

見方しかしていない」ことにも気づく。あるいは対話を

通すことの重要性。それらは「スリリングな体験だ」と言っ

ています。そういった異なるものと関わること、異なるも

のに向かい合っていくこと、わからないことに向かい合っ

ていくことをスリリングだと思えるというのは、まさしく

主体的な学びが生まれようとしている瞬間ではないかな

と思います。

　堀川高校でどんなことをしているのかと申しますと、

「探究」という活動です。「探究」というのは求めると書

く「探求」ではなくて究めると書く「探究」。求める「探求」

はサーチです。存在する答えを見つける。究める方はリ

サーチ。なかなか見つからない、ひょっとしたら現在は

分かっていないかもしれない、ないかもしれない、それ

を自分の課題として自分で設定して取り組んでいく、そ

ういった探究活動をしています。

　その際の 5 カ条というのがこれです。これはどっかで

聞いたことあるようなことばっかりが並べられています

が、これらを具体的にやっていこうということであります。

ここでも当然ながら先ほどの 3 つの能力・技術が必要

です。その基になるのが学習意欲。加えて、高校生で

ありますので、簡単には折れない心といのも大変重要

です。この大変重要なことをどうやって付けていくかと

いうと、体験的な取り組みを通して身に付けていくこと

が最も効果的ではないかと考えています。重要なのは、

ここでは必ずしもすべてが用意されているわけではない

ということです。

　この会の趣旨に反するかもしれませんが、FD は重要

ですし、皆さんが大変熱心にやっておられることを批判

したり揶揄したりする気は毛頭ないのですが、実は大

学の授業というものは、別に分かりにくいものであって

もいいのではないかと私は思っています。堀川の生徒に

はそのように言ってきました。大学の授業は分かりにく

いと。分かりにくいものを分かりにくいといってバッサリ

切ってしまうような学生になるなと言ってきました。

　たぶん、先生方が FD に取り組まれないといけない

のは、初等中等教育が十分でないからです。どうしてか。

先回りして何でもかんでも用意してきたから。何でもか

んでも用意しない初等中等教育を作らないといけない。

用意しないというと、1、0 の発想しかない人は放って

おけばいいとなるわけですが、そんなことは全くダメで、

仕掛けを作ってその仕掛けの中でいかに生徒たち自身

が活動をしていくかを考え、それを支えていくような学

校にしていく、具体的に取り組む、それが重要だと思っ

ています。すべてが用意されているわけではない。しか

しそこには仕掛けはしっかりと用意されている。

　ところが社会全体が、安心、安全、簡単、手軽を求

めています。もちろん通学路は安全でなければならない

し、学校は安心できる場所でなければならないのだけ

れども、見守られている中での不安であるとか危険で

あるとか、複雑なこととか面倒なこととか、守られてい

るうちにやっておかないと守られなくなってやりなさいと

いわれても、できないわけですね。これを初等中等教

育は真剣に考えていかないといけないと思っています。

　そこで探究基礎という授業なのですが、これは学び

方を学ぶ取り組みです。学び方を学べたかどうかが成

果となります。1999 年から始めましたが、当時ベスト

セラーであった東京大学出版会発行の『知の技法』を

随分参考にしました。これは文系学生のための本であり

ますけれども、これを大いに参考にさせていただきまし

た。「問題の立て方、認識の方法、論文の書き方、発

表の仕方など学問という行為を構成している様々な手順

には、それぞれの時代に一定程度共有されている技術

なり作法がある」。ならばこれを教えようと考えて始めた

のがこの探究基礎です。

　堀川高校では課題解決能力という言葉をよく使いま

すが、ここで言う課題解決能力とは、不思議に気づき、

それを取り組むことのできる課題に設定して、ここで構

造化が必要になりますが、そして自ら解決を図るという

一連の流れを課題解決能力というふうに呼んでいます。

重視するのは流れとしての 4 つの力。「受けとる力」、「考

える力」、「判断する力」、「表現する力」。それらを繰り

返して 1 年半の間取り組みます。

　1 年生の前期では、まず知るための基礎を学ぶ。生

徒が話し合って情報の受けとりについて考えます。当然、

図書館で本を読む、インターネットで外国の論文を読む、

そういったこともします。後期では、ゼミという少人数の

講座に分かれてその中で具体的なテーマに向かって取
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り組んでいく体験をしていきます。その最終段階で、2

年生で行う個人研究のための研究計画書を作成します。

それに基づいて自分の研究テーマを探究していきます。

そして発表して、論文にまとめるという、そういう流れで

取り組みは進みます。

　この写真は、生徒が最初の段階で、学ぶということ

はどういうことなのか、物事を知るということはどういう

ことなのかということを生徒自身で話し合っているところ

です。教員は周辺で見ていて、やり方を伝えたあとは、

生徒自身が運営していきます。この写真は 1 年生の後

期になってゼミに分かれたところで、こんな少人数でで

きるのは、有難いことに文部科学省のスーパーサイエン

スハイスクールに指定されているからです。お金もあり、

大学院生も雇い入れています。

　大学院生を雇い入れる時に文科省とのやり取りで

ちょっとした行き違いがありました。大学院生を雇い入

れるのは文科省も想定していたのですが、想定の中身と

いうのは大学の先生方に来ていただいて、その際に大

学院生がティーチングアシスタントとして付いてくる。実

験の準備、大学の先生の授業中のアシスタント、後片

付け、それらをするのが大学院生であると。しかし、私

たちは大学の先生をお呼びしないで私たち自身がやっ

ていく中でティーチングアシスタントを雇いたい。理由

の 1 つは、授業を進める堀川の教員の指導力を高める

ためです。大学を出て時間の経過とともに錆びつきつつ

ある専門の知識を、最近の最新の研究に携わっている

大学院生を通じてブラッシュアップを図る。もう1つは、

高度な授業のための、授業を進めるのは堀川の教員で

すが、その授業のアシスタントとして。実際に授業をす

る時に、特に複雑高度な実験をする際に、1 人の教員

ではなかなか手が回りませんので、そういう時に大学院

生がいてくれると円滑に進行できるので。そういった理

由を伝えて、文科省にも認めてもらって、いまは 10 数

人の大学院生に来てもらっています。

　生徒たちは個人研究のための研究計画書を書きま

す。けれども、その研究計画書がなかなか通りません。

ちょっとやそっとでは通らない。あの本を読んだかとか、

君のこの論の立て方がおかしいとか、そういったやり取

りが何度かあって、それには堀川の教員と大学院生が

当たります。ここで実は私たちが付けたいのは、社会に

出てから必要になるであろう、「段取りを組む力」です。

研究者をめざす卒業生もいますが、必ずしも研究者を

養成しようとしているわけではありません。「段取りを組

む力」を付けたい。実際にやってみてうまくいかない時

に何とか工夫するとか、あるいは失敗した時にそれでも

前に進もうとするとか、そういう体験を積ませたいと考

えています。

　これはゼミ内で自分の研究計画について発表してい

るところです。そしていよいよ個人研究です。論文にま

とめていきますが、この時も構造化とかの言語技術を

学んでいます。また、定義であるとか、根拠であるとか、

論理であるとかといったことは、生徒自身が自己評価も

します。教員は何をするかというと問いかけるだけです。

これは意味が分からないがどういうことかと聞くだけで

す。答えは教えない。生徒の個々の研究は生徒数分あ

りますので、なかなか大変です。

　発表の練習もして、こういった形でポスター形式での

発表をします。ポスターのパネルもスーパーサイエンス

ハイスクールのお金で買いました。ポスター形式の発表

をいたしますが、この発表は一方的な発表ではありませ

ん。聴衆がこれに対していろいろと質問をいたします。

指摘もいたします。それをメモして、そういったことも取

り込んで最終的に論文にまとめます。要は完成した研

究発表をするのではなく、途中なのだけれども気づきを

生む場面を作りたいということであります。

　探究基礎をやった生徒から、面白い言葉が生まれま

した。「楽しんどい」という言葉です。楽しいけどしんど

い。しんどいけど楽しい。どうしてかというと楽しいの

は自分でできるから。しんどいのはどうしてかというと、

自分でしなければいけないから。でも自分でしてなにが

しかの成果を得るという経験をここで持ってくれること

は、彼ら彼女らの将来にとって非常に意義があるので

はないかと思っています。そして最終論文にまとめる。

　これらは試行錯誤を促す取り組みです。また、生

徒は授業の進行のために探究基礎委員会という組織

を運営します、そういった意味でも生徒には大きな負

担ですが、 これ はいわゆる PBL、Pおoblem Baかed 

Leaおning、あるいは Pおojecが Baかed Leaおning で、論

文ができるとか物事が進んでいく表舞台に至る舞台裏、

バックヤードを経験することになります。リハーサルが

一番面白いという生徒もいます。見えるものは見えない

ところで準備されている。先ほど申しました「市民性」

といったことを、こういったところからも養えるのではな

いかと思っています。言葉をやたら使いますから。しか

も構造化などを経験していますので、体験型の言語技

術の鍛錬が図られるのではないかと思っています。

　さて、これは文化祭の様子です。高校 3 年生が文

化祭に向けて 2 か月以上かけて取り組みます。一部に

は、保護者も生徒本人もですが、文化祭に一生懸命に

取り組んだら大学に受からないのではないかという心配
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もあります。また、探究基礎などの、受験に直接結び

つかないことをやっていたら受からないのではないかと

いうご指摘もあります。しかし結果はそんなことは全く

ないということを示しています。特に探究基礎が熱心な

学年、それから文化祭の取り組みが熱心な学年の方が

良くなっているのです。どうしてかといえば、彼らは始め

から終わりまでを知っている。始めから終わりまでをど

うして知っているかといえば、用意されていないからで

す。自分で始めて、自分で取り組んで、自分で終わると

いう経験を持っています。これは文化祭が終わった後

なのですが、祭りの後がどんなものかも彼らは目撃し経

験することができる。

　様々な取り組みが単発的に行われていれば全く意味

がありません。これらは繋がっていることに意味がある。

ところが、多忙を理由にこの繋がりが十分に確保でき

ていない学校があるのが残念です。やっていることは、

実はどこの学校もよく似ています。これをどう繋げるか

です。繋ぐということがとても大切で、ここで培った力

を次にどう活かすのか、そのためには常に評価が行わ

れていないといけません。

　私たちがめざしているのは、将来どのように生きてい

くか、つまりキャリア教育だということです。これは学

習指導要領の重要な柱の1つでもあります。これについ

て最も具体的に見える場所は特別支援学校です。彼ら

に将来「働く」ための力を付けていく。これは仕事に就

くという意味でもありますし、生活をしていくという意味

でもありますが、両方の意味で、キャリア教育が特別

支援学校では大変熱心に行われています。

　白河総合支援学校という京都市の特別支援学校で行

われた研究発表会に立教大学大学院の渡辺三枝子先

生がお越しになりました。講評をなさったのですが、そ

の中で、「働く」ことを学ぶというのがとても大切だとおっ

しゃいました。「働く」ということは「勤める」とは違い

ます。「勤める」は就職ですが、先ほども申しましたよう

に、「働く」というのは日常生活も含めてだということで

す。その中で他者との関係をどう結ぶか、そこで自分の

能力をどう活かすか、他者のために何かをする、そこか

ら喜びを得るとか。こういったことが主体的な学びを生

むきっかけになる。そしてそれが大学での学びにどう繋

がるのかが私たちの関心です。こういったことをするの

が結果的には大学での学びとか社会に出てからの、そ

の人の生きる力に繋がっていくのではないかということを

思っています。将来、大学を出た後も面白く働くにはど

うしたらいいのかということが重要ですから、言い換え

れば、ずっと居場所とやりがいを求め見出して生きてい

くのですから、その居場所を自らつくる、やりがいを自

ら見出していく、そういう力を付けるためにも、付けるた

めにこそ、主体的な学びがとても必要なのだろうという

ことを思っています。

　「開かれた個」。これは中教審が 2008 年に出した新

学習指導要領編成に向けての答申にある言葉ですが、

「開かれた個」という、ここに込められた意味を実現す

る学生や生徒に育てていくことがとても大切だと思って

いるしだいです。どうもありがとうございました。

髙橋　荒瀬先生ありがとうございました。只今の荒瀬

先生がご使用になられたパワーポイントの資料につきま

しては、先ほどのメールアドレスに送って頂ければもら

えるということなので、もし必要な方がいらっしゃいまし

たら直接メールでやり取りをしてください。

　それでは引き続きまして第 3 番目の発表に移らせてい

ただきます。3 番目の発表は高知工科大学の福田直史

総務部長からお話をしていただきます。タイトルは「主

体的な学びを支える仕組み－KUT の環境設備－」です。

それではお願いいたします。

福田　こんにちは。高知から参りました福田と申しま

す。3 番目の髭の登場でございます。濱名先生が全体

で荒瀬先生がここの上だけで私は下だけで。うまい具

合に役割分担ができているのかなと髭の部分で思いま

す。でも共通点もありましてメガネでございまして、話の

中にも共通点があるのかなと思っておるところでござい

ます。私の話なのですが実はずっと大学職員をやってい

まして教員のサイドではありません。入試や、企画、広

報とか調整とかそういったことをやっていたので、全然

教務畑も経験していません。おそらく私、場違いな人

間が場違いな話をしていくのだろうと思っています。お

2 人の先生は中教審の委員もやられて、凄い先生の後

に私でいいのかと困るところですが、なぜここにいるか

というと、四国に SPODという組織がありまして、SD、

FD を四国全体でやっていこうというために愛媛大学さ

んが国のお金で作った組織です。そこ今年何故だか私

も取引されまして参加することになりまして、そこに今日

の仕掛け人の先生方が何名か来られていたようですけ

ども、ちょっと面白そうだから硬い話の後に突っ込んで

しまえという発想でここの場に参加させてもらっていると

いうことでございます。SPOD の方も実は同じことをやっ

ていまして、SPOD の方では学生に深い学びをもたらす

という意味でのアクティブラーニングの話でした。ポイン

トはここに教員、職員と共に考えるということで、職員
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も参加しないといけない。溝上先生とかゲーリー先生と

かこういった先生ばかりなので職員も必要ということで

先生対策として私が選ばれたという経緯があります。こ

この中で職員の立場ではありましたが大学に関わる人間

として、実際に教育者とは言い切れないかもしれないで

すが、教育について真正面から取り組むべき役割を担

う1 人だと自分では自覚していまして、そこで先生方と

お話をさせて頂いたわけです。これがその時の私のテー

マです。「アクティブラーニングを促す環境整備」という

ことで、実は今日のテーマと殆ど一緒なのです。今日も

仕組み作りということなのでうちの取り組みを幾つかご

紹介させていただきますけれども、実は私はこの時ま

でアクティブラーニングという言葉すら知りませんで、何

ですかということで改めて勉強しました。その時にキー

ワードとして能動的な学びと主体的な学びという言葉を

拾いまして、それについてそこから付け焼刃で勉強して

いったわけです。さて今回のフォーラムでも実際にタイト

ルとしては主体的に学ぶ、それから主体的な学びを支え

る仕組み、こっちの方なら私にも話ができるのかなと思

い、お受けさせていただきました。見比べてみると同じ

ことをやっているのです。SPOD の方でも、深い学び、

主体的な学び、アクティブラーニング、支える仕組み、

SPOD、FD フォーラム共に課題としては共通のものが

あるのかなと感じております。先ほど申しましたけれど

も私は先生ではありませんので、教育的課題の重要性

を話していいのだろうかとだいぶ迷いました。でも仕組

みの部分であればお話してもいいのかなと思い、お話を

させていただきます。

　これは SPOD の前に私が付け焼刃で勉強したことで

す。アクティブラーニングの個人的な解釈だったのです

が、アクティブラーニングというのはその学生をその気

にさせてやる仕掛けなのだろうなと。その気になったら

学生は勝手に勉強していくと。そしたら使える人材にな

るだろうと。こういうふうな理論を自分の中で構築して

先生方にぶつけてみました。そこで先生方に言われた

のが、この間に実は 1 つあるのだよと。仕掛け、勉強

する、使える人材になる、その間に入っているのは何か

というと、アクティブラーニングで得た習慣、まさに堀

川の取り組みはその習慣をつけるものだと思いますが、

そういった習慣がアクティブアクションに繋がっていく。

このアクティブアクションに繋がるからこそ使える人材に

なる。だから習慣づけになるような仕組みを作っていか

ないといけないということを理解させていただきました。

ちょっとだけまじめに考えさせてもらいまして、私なりに

考えるとアクティブラーニングを通じて人間力を養成す

るのではないかと考えました。その時の私の定義なので

すが、考える力、行動する力、創造する力、実行する力、

チームワーク、コミュニケーション、この辺りをアクティ

ブラーニングの仕組みでもって育ててあげるのかなとい

うふうに考えてみた部分です。今日場違いな私がしゃべ

ることはこの 3 本のことになっています。先生方相手に

ちょっとだけ教育とは何かを話させていただきたいなと

思います。それから高知工科大学はわりと教育について

はしっかりとした仕組みを持っていまして、その基本に

なるのが教育哲学といったらっ おっこうぱ かもしれませ

ん。っ おっこうぱ は高知弁ですね。オーバーかもしれま

せんが、どういった考え方の中で我々が展開している

のかという部分。それから最終的にどういうことをやっ

ているのかをご紹介させていただきたいなと考えていま

す。それでいきなりですが教育とは何だ、これは予稿集

にも書かせて頂いていますのでもうお読みになって頂い

たと思いますが、ソクラテス、プラトンの言葉です。学

長が今年から教養教育の授業を始めまして、そこの第 1

講目で使っておられていただいてきました。ソクラテス

さんは自ら発見させるもの。自分で考えないといけない。

お弟子さんのプラトンさんは基礎的な知識を与えた上で

段階的に深めていくのだと。これは全然変わらないです

ね、今も昔も。大昔ですがソクラテス、プラトンの時代

から教育はこういうものだということだと言っている。も

う1つ。これも1927年という古いものですが、アルフレッ

ド・ノース・ホワイトヘッドというイギリスの数学者の方

です。『考えさせ原則を教えて若者の雑多な知識を社会

生きる人の力に変えるのが大学教育である。』というこ

とをおっしゃっていたようです。これもまた全然変わりな

い。その通りです。でも何故今主体的な学びかというの

は実は僕の中では妙に納得できていないところでありま

す。そもそも大学とは主体的じゃないのか。でもそこで「主

体的な学び」というテーマでみんなで勉強しないといけ

なくなったのは何故なのか。これは後々また議論させて

いただきたいところだと思っています。それで先ほどお

話をしました高知工科大学の教育哲学の部分でござい

ます。実は先ほどの言葉で社会で生きる人の力というの

は『がhe poくeお of a man』というそうですが、これを『人

間力』と最初に訳したのがどうやら調べていくと、うち

の初代学長の末松先生ではないかという説が出てまい

りまして、あるところの文章によると間違いなくこの人が

最初だと言っているのですが、まあ『人間力』といって

いる先生が創った大学ですので、最初のうちからこの哲

学でもって大学の設計がされていたのだと。末松先生

がおっしゃっていたのは、偏差値ばかりではない、学力
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だけつけるようではなく『人間力』をつける教育をしな

いといけないと。よくおっしゃっていたのは、『行って考

え、考えて行う』、ずっと考えながら動いていなさいとい

うことを先生からは教えていただきました。もう1 つあ

るのですが、それが『人が育つ大学』という言葉です。

これはうちの今の理事長、2 代目の学長、末松先生と

大学の基礎を作った先生の言葉です。実は川口先生の

高校の先輩にあたるのですが、岡村甫理事長がおりま

して、その方は人が育つ大学であるという言葉を使って

おります。人が育つ大学というと、何か人任せみたいな

気がして、実はこの言葉を先生が作った時に、私は広

報担当をしておりまして、『日本にない大学』というキャッ

チフレーズをつけまして広報活動をやっていた時があり

ました。先生はどうもそれが気に入らないというので、1

年後に出てきたのが「人が育つ大学」という言葉でし

た。育てますならまだしも育つと放り投げていいのかと

聞くと先生はあっさり答えました。人を育てるなどとはお

こがましい。育てることは私にはできない。自分の子供

も嫁が育てたと言っていました。ただ、人が育つための

手助けはできると、それは環境の整備だとおっしゃって

おられて、その環境にさえ放り込みさえすれば勝手に育

つのだと。先生は学生だけではなく教職員、本学に関

わるみんなが育つ大学を作りたい、こういう考えをお持

ちの先生です。本学はこの 2 人の教育哲学の下で大学

設計をしているみたいです。はっきりとは聞いたことはな

いですが、しているみたいなのです。最初から勝手に

育つためのシステムが組み込まれた大学。ここを今回ふ

うに言うと、主体的に学ぶ仕組みが組み込まれて人が

育つ大学と言っていいのかもしれないなと思っています。

そういった目線で高知工科大学の実際の事例を取り上

げさせていただきたいと思います。学習環境整備とい

うことでここからが本当の今日の僕の役割なのですが、

あと10 分しかないので 10 分で流していきますが、高

知工科大学流にいうと人が育つ仕掛け作り。育つので

すから主体性は彼らにあります。これをどうやっている

のか。実はアクティブラーニングの勉強をするまでこの

目線で大学を見たことは一切なかったです。ただアクティ

ブラーニングというのは環境整備も必要だし、仕掛けも

必要だから、ひょっとしてこの取り組みがそうではない

かと外から言われてその目線で見てみました。人が育つ

ための仕掛けはいっぱい作っているなというのに初めて

気が付きました。まずは建物。ハード面ですが、コン

セプトは人と人が交わる場ということです。この考え方

で建物のほぼ全てが設計されているのですが、人と人

とが触れ合うことでの刺激、周りの人間のやっているこ

とに触れることで得るモティベーション。そういったもの

を与えるため、設計思想からこの考え方が入っている建

物を用意しています。これが大学の全景なのですが全

部の建物が、雨が降っても、高知は雨が多いですから、

雨が降っても全部傘がいらないように屋根をつけて通

路などで繋いでおります。この辺も仕掛けの 1 つかなと

思っていますが、そうすると不思議なことに通り道を作っ

てあげると学生はそのとおりに通り道を通ってくれるの

です。あっちこっちを勝手に歩くのではなく、通り道を

通るので人と人とが必ず触れ合うようになっている。小

さい大学だからできることかもしれません。特徴的な建

物として、教育研究棟というのがあるのですが、『教育

研究』棟なのです。教育と研究を一緒にしています。こ

の建物を見て頂くと分かるのですが、広い廊下なので

すがこっち側は全部教室、こっち側は全部研究室なの

です。間に椅子を置いて研究に疲れた先輩はここに出

てきて休憩しています。授業の待ち時間の学生はこっち

側で授業を待っています。こうやって研究室と普通の

教室を向かい合わせにすることによって、ここに小窓を

つけているのですが、中の様子が全部見えます。研究

室は外からの写真がないので中からの写真ですが、1、

2 年生が授業を待つ間にその小窓から中の先輩が何を

やっているのか。工学系中心ですのでどんな実験をして

いるのか。そういうことに常に触れることができる仕組

みを作っております。ディベート用の講義室も作りまし

た。4 階部分、これも特徴的なのですが、これが先生

方の教員室なのですが、ちょっと狭いです。18 平米ぐ

らいです。周りはすべて教員室です。教員室を狭くした

分、真ん中に広いスペースを作りました。これをコモン

スペースと呼んでいますが、これを誰が使っても構わな

いのです。だからここで宿題をしている学生がいます。

議論をしている先生がいます。宿題をしている学生の隣

で先生が何をしているのかを聞いて、どんな課題かを

聞いて、ここで会話が始まります。そして他の学生が寄っ

て来て、いつの間にかここで授業が始まります。そういっ

たような使い方で仕組みを作っています。中にはサイエ

ンスカフェ的に海外から研究者が来た時もこういったス

ペースでプレゼンをしたりだとか、日常的に行える環境

を整えています。コモンスペースは何かというと、文章

はいっぱいありますが、先ほど説明した部分です。人

が育つ大学の仕組みをもう1 ついきますと、今度は長所

を伸ばすというコンセプトで、クォーター制をやってい

ます。最近早稲田大学さんがクォーター制を取り組むと

いうことでやっと日の目を見たのですが、先ほど濱名先

生のお話にもありましたように授業の 1 週間の間、うち

21

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①



は大体 6 つぐらいですね。1 週間というか 1クォーター

の間に。48 単位キャップを儲けておりましてそれを 4

クォーターで回すわけですから12 単位。大体 1 科目 2

単位ものですから 6 科目。月木 / 火金が同じ授業で週

に 2 回ずつ、8 週間で授業が終わります。そういった

仕組みを作っております。それから全科目選択制にして

おります。この 2 つは実は大学を作った時からそうです

が、文部省に法令違反だとだいぶ言われながら、こそ

こそと生き延びてきて、やっとみんなに認知されてきた

ところでございます。こういったものは学ぶ意欲を支え

続ける仕組みだというふうに理解しております。全科目

選択についても自分の伸ばしたい科目を伸ばしていけば

いい。実は全科目制といって取らなくていい訳ではなく、

絶対に取れという強制的に受けさせる科目はあります。

なぜ必修と呼ばないかというとその科目は落としてもい

いからです。うちが必修を置かない理由は、大体必修

科目を置くとその 1 単位を落とすか落とさないかで卒業

できるかできないか、そういうのが出てきます。そうす

ると先生方は仕方がないなと甘い気持ちになります。そ

ういう所で本気の授業ができないというのがうちの考え

方です。そんな関係では本気の授業ができないから必

修科目はいらない。必ず受けろという科目はあるけども、

必ず単位を取れという科目はない、そういう意味でござ

います。もう1 つ教育講師ということで、企業の OB で

早期退職された方とかを先生としてお迎えして導入教育

をやってもらっています。中身は後の方で説明しますけ

れども、こういった取り組みをさせてもらっています。も

う1 ついきますとその気にさせるコンセプトということで、

学会発表を相当奨励しております。留学もさせます、奨

学金、特待生これはどこにでもあると思いますがやっ

ています。これは学ぶ意欲を引き出す仕組みだというこ

とで理解しております。学会発表とかで経験させること

でもっと勉強をしたくなるし、頑張ったら奨学金がもら

えるのなら頑張ろうかとか、留学をしたら刺激を受けて

帰ってくる。調べますと年間 200 人ぐらいが学会発表し

ているようです。このうち海外は 50人ぐらいだそうです。

だから年間海外での発表 50 件、国内での発表 150 件、

うちの学生数が 1 学年 460 人ぐらいですから、結構な

割合が発表しているのかなという気がしております。も

う1 ついきますと、今度は学びの習慣付け、これがアク

ティブラーニングの部分ですね。主体的な学びへの導

入ということでアクティブラーニングの仕組みをやってい

ます。うちはクォーターでやりながら毎回レポートを出し

てみたり、いつでもどこでも宿題を出して追い立ててい

るわけでもないですが、理解を深めて頂くための仕組み

としてやらせていただいております。その中でスタディス

キルズ、実は先ほどお話しました教育講師の方にお願い

している授業なのですが、これは徹底した少人数教育

で実社会で必要な論理的に正確に読む、書く、話す力

を高めるという科目です。ようは高校生の時の教室で、

受身ではなく大学生としての、堀川の生徒がうちに来て

もらうとこんなのはいらないようになりますので、先生

是非堀川の生徒さんにうちに来てくださいと言ってほし

いのですが、そういった授業を導入教育として 1 年生の

1クォーターでやっています。レポートの書き方、プレ

ゼンのやり方、その辺を企業で活躍されていた先生方

から学んでいくと。こうやって見ると確かに人が育つ大

学。この哲学でシステムを設計しているのかなと感じま

した。先ほどから同じことになりますが、確かに主体的

に学んで人が育つ大学であったといえるのかなと思って

います。僕が気がついたように、実は皆さんの大学でも

同じような仕組みを持っていると思うのです。その仕組

みをそう呼べば学習を支える仕組みになっていると思う

のです。結構あるのではないですか。今の最後のアクティ

ブラーニングの部分などそうですし、留学だとかなんだ

とか、そういう考え方で、そういう見方で接してあげれ

ば結構やっている大学がいっぱいあるのではないかな

と個人的に思っています。なぜかといったら昔から変わ

らないですから、教育というのは。大事なのはきちんと

した哲学と、オーバーかもしれませんが、きちんとした

考え方の基でそれぞれの仕組みを持っているということ

です。付け焼刃でもっても全然役に立ちません。先ほ

ど濱名先生がおっしゃっていましたつなぐ力ではないで

すが、いろんなことをやっても繋がらないといけないで

す。無理やりつなごうとしてもだめですが、1 つのしっか

りとした考え方さえあればそれぞれやっていることは繋

がってくるということです。だからそういった哲学をしっ

かりと持つことが大切なのではないかと思います。これ

だけ偉そうに言いますが、それだけうちの大学の成果が

上がっているのかという、私の本音ですが、成果として

はまずまずじゃないかなと考えています。就職の辺りも

結構しっかりできているし、学生の満足度もある企業の

調査によると全国の中でもトップクラスであるそうです。

でも、正直ちょっと手を掛けすぎているのではないかと、

先ほど言いましたが転ばぬ先の杖をいっぱい作りすぎ

て、その仕組みの中に無理やり当てはめているのでそう

なっているだけじゃないのか。どこまで本当に必要なの

か未だに疑問に思っています。課題もいっぱいあります。

ここでもう終わりにします。時間が丁度ぐらいになって

きましたので、最後にうちの理念を紹介させていただき
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ます。シンプルです。『大学のあるべき姿を常に追求し

世界一流の大学を目指す。』これがうちの理念です。大

学のあるべき姿とは何か。これの下に教育目標、研究

目標、それから社会貢献の目標があるのですが、教育

に関していえば大学のあるべき姿とはどんなものか。そ

れは先ほどから何回も申し上げますが、プラトン、ソク

ラテスの時代から1927 年に人間力を提唱した先生が

いるように昔から普遍のものではないのか。だから我々

は普通のようにその姿を追求しているだけのように今は

思っています。時間がちょっとオーバーしましたけれど、

これで私のお話を終わりにさせていただきたいと思いま

す。どうもご清聴ありがとうございました。

髙橋　福田部長、どうもありがとうございました。これ

で第 1 部のシンポジストの方々のご発表の方を終わらせ

ていただきます。これから休憩時間に入ります。時間が

ちょっと押していますが、開始の方は予定通りの 3 時

20 分から開始したいと思っております。先ほどご説明

をさせていただきましたが、お手元にある 3 枚の質問

用紙の 1 枚を使って今お聞きになった 3 つの発表に対

するご質問、ならびにご意見をこの休憩時間の間に書

いていただきますようお願い申し上げます。そしてスタッ

フが常時、場内を周っていると思いますのでお渡してい

ただけると非常に助かります。それをベースにしながら

後半の最初のディスカッションを展開したいと思ってい

ます。それでは前半のシンポジウム第 1 部を終了させて

いただきます。

髙橋　それでは後半の第 2 部を始めさせてもらいます。

休憩時間の間に沢山のご意見、質問の方をいただきま

した。ご協力ありがとうございます。第 2 部ですが、先

ほどの濱名先生の発表でルーブリックの具体的な表を

提示できませんでした。その表が準備できましたので、

先にそれを濱名先生にご説明していただいてから第 2

部のディスカッションに入らせていただきます。濱名先

生よろしくお願いします。

濱名　申し訳ありません。うっかり抜けておりまして。

これは詳しいのは文部科学省のウェブページで中教審

に入って頂くと、答申の資料集のところに入っておりま

すのでそこを探して頂ければと思うのですが、これが

ルーブリックで私どもの大学で、コモンルーブリックと

いう教員が共通してリサーチ系の科目ではどれでもこの

ルーブリックを活用して頂く形でやっているのですが、

縦にあるのが評価の観点です。テーマの立て方、これ

までに明らかにされた知見が活用できているか、教育

研究方法上の分析の視点、分析がちゃんとできている

か、結論が出ているか、こっちが低くてこっちが上なの

ですが、これは実はもっと先まで 6 段階まであるので

すが、採点に使う場合には 4 年生なり、1 年生、2 年

生を同じ基準で使うと下級生にはろくな点数が付かない

ので、一応低学年用は全体的にいうと中位ぐらいの評

価を、比較的肯定的なニュアンスを与えたものに付け替

えています。それぞれの科目は、私の科目はライティン

グのルーブリックを使っているのですが、これをレポー

トの頭に貼り付けて、大体配点もできるのです。それぞ

れの観点を何点ずつ、例えば 20 点ずつでみて、この 4

つに点数配分。例えば 0 点から 20 点までとウエイト付

けをしてレポートの頭に貼り付けて、例えばここと、こ

こと、こことマルをつけて若干のコメントを書くか、あ

るいはそれに関することをレポート本体に書いて返すと

いうやり方を取ります。継続的に同じ評価の観点を下

級生から上級生まで継続的に伸ばしていくというやり方

で、ライティングは同時期に複数の科目等で使うと短期

間で、何を気をつけないといけないのかが分かるのと、

何ができていて何ができていなからこの点数なのかと。

あらかじめ示してありますので、これに基づいてやって

いく。これがルーブリックの採点評価に使うためのルー

ブリックの原型だとお考え頂ければと思います。もちろ

んプログラム評価だとか、あるいはプログラム全体の評

価にも使えますし、科目の評価にもルーブリックは活用

可能であると。イメージをお持ちでない方にとりましては、

大変分かりにくいのでルーブリックを先に見て頂くように

しました。どうもありがとうございました。

髙橋　壇上の明かりをつけてください。それではこれ

からフロアの皆様からいただきました質問用紙を元にそ

れぞれシンポジストの方々にご回答、あるいはご意見を

伺っていきたいと思います。全体に関しての質問あるい

はご指名をされていないご質問に関しては私の方で引き

取らせて頂いて、最後にディスカッションを展開させて

いただきたいと思います。予想していた以上に多くご質

問の方をいただきましたので、シンポジストの方には最

初答えられるご質問にお答えしていただこうと思います。

2 回ラウンドを回す形で進行させていただきます。それ

では最初に福田部長の方からよろしいですか。

福田　そしたら私の方で何点か頂いているところでお

答えさせていただきたいと思います。結構環境整備が

進んでいるという事例を紹介させていただきましたが、
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今後更に強化していきたいものは何ですかというご質問

をいただきました。実は強化より進化しないといけない

と常々話をしています。というのは、入ってくる学生がそ

の制度を導入した時と同質のものかどうかというと、当

然学生達も変わっていきますので、変わった学生に合わ

せてその枠組みを進化させるというのが大きなテーマと

して 1 つあります。それから、学習関係についてはそれ

を支援する制度ができているのですが、それ以外、例

えば課外活動であるとか、学習環境以外の整備を今後

進めていきたいというふうに考えております。幾つかまと

めていいですか。それから教育講師の制度についてご

質問を頂いておりまして、例えば採用基準ですとか、こ

れは先生を採用いたしますので、先生と同じぐらいの判

断基準で見させてもらっています。採用後の教員研修

のお話をいただきましたが、実は本学には教員評価シ

ステムというものがありまして、教員評価が給与にも反

映される。なかなか過激なことをやっているのですが、

昇進、それから給与が上がる方もいれば下がる方もお

られる。その教員評価制度の評価ポイントというのが

それこそ FDとリンクしていまして、教育、研究、社会

貢献、それぞれこういう観点で評価しますというのを出

していますので、それぞれの先生ご自身でやっていた

だくと。だからあまり教員研修というのは大学を挙げて

はやっていない、こういった場に参加させてもらったり、

先生方独自で動いておられるのが殆どです。それから

これも教育講師の先生関係なのですが、その先生方が

自分の経験ばっかりに偏ってしまわないかとご質問があ

りましたが、その先生方は自分の経験を教材として使っ

て頂いて、例えば某大手電機メーカーから来て頂いた

先生であれば、その時の経験を基に教える。教え方と

しましては教育講師の先生方で調整をしてもらいまして、

それを深く考えて頂く、書物を読んで頂く、プレゼンを

して頂くということであまり先生の経験に頼りすぎること

がないように工夫はさせて頂いています。その先生方に

他に問題点はありますかという質問ですが、あまり問題

は感じていなく、むしろ相当力になっていまして、これ

は別の質問にもあるのですが教育講師の先生方は企業

経験もありますので、企業とのパイプもお持ちですし、

企業が欲しい人材も分かりますので就職のバックアップ

もお手伝い頂いたりしています。それからいっぱい仕組

みはありますが、その大学にもいろんな仕組みがあるよ

うですが、それを学生がちゃんと利用してくれるかどう

か。高知工科大学の学生はどうしてそれを利用しようと

思うのかというご質問を頂いております。結構厳格に、

厳しくやっていまして、別の質問ともリンクしますが退学

率も決して低いわけではありません。今はだいぶ改善さ

れましたがアバウトなイメージでいくと入学してくる生徒

から10 パーセントは卒業までにいなくなります。10 パー

セントは 4 年間で卒業できません。入学者の 8 割が 4

年間で卒業する厳しさでやらせておりまして、そのため

に厳しくしているわけではないのですが、そういった部

分で学生さん達のお互いで教え合うとか、勉強をせざ

るを得ないように追い込み過ぎているのかなと。それ

が転ばぬ先の杖に繋がるところなのかなと感じておりま

す。それから学生さんにそういった場合にどこまで責任

を持たせますかという、先の質問ともリンクするのです

が、退学などもあり全員卒業させるべきなのかどうかと

も頂いているのですが、本学もできるだけみんな卒業さ

せてあげたいと思っていますが、合う、合わないもあり

ますし、無理なら逆に早めに進路変更を勧めています。

そのためにチューターであったりだとか、アドバイザー

だったり、担任であったり、それぞれ表現はそれぞれの

学部学科で使い分けていますが、少人数の学生に先生

が付いてずっとウォッチしていく。例えば履修登録を1

つとっても、お前の目指しているところはこの科目を取る

のではなく、こっちの科目を取った方がいいとアドバイ

スを含めてずっとやっていきます。そうするとその中で、

結局進路変更をした方がいいのではないかというのもあ

りますし、学校に出てこなくなったらその先生が自宅に

電話して話をしたり、お父さんお母さんにも連絡を取ら

せて頂いて相談をさせて頂いたりだとか、そういったこ

とをしています。最終的には学生本人が決めることで間

違いないのですが、しんどいのだったら別の道を考える

ところまでやっています。ですからちょっとやり過ぎな

のかなと。どちらかというと、転ばぬ先の杖のように失

敗させないぐらいの手厚さがあるのかなと、個人的には

自分の学生時代と比べて思っていまして、だからやり過

ぎではないかなと。学生時代ではないと失敗できない

ことを失敗させてやることも必要なのかなと最近先生方

とお話をさせて頂くところであります。それから最後に 1

点、学生の海外への学会参加のところでの頂いた質問

ですが、学会ですので世界中どこでも持ち回りでありま

すので、どこということなく全世界中行って発表してい

ます。アフリカであったり、ロシアであったり、アメリカ

であったり、中国であったりどこでも行きます。期間と

いうのも結局はその学会の期間出張していますので、学

生も学会に出張するという感覚で行っています。それに

関わる経費の問題ですが、1 つは先生の研究費の中で

やってくださいというのが 1つ。それからそうもいってい

られない場合には旅費の上限を 5 万円と決めまして、こ
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の間決まったのですが、その旅費の 5 万円であれば大

学から出します。大学から学生に出張旅費 5 万円を出

して行ってもらうと。行ったらホテルだとか手当てが付

きますので、旅費の部分だけは 5 万円でやってできる

だけ行けと。どんどん世界を見てくるようにというような

指導をさせて頂いています。大体こんなところが質問で

した。

髙橋　福田部長、ありがとうございます。それでは引

き続きまして荒瀬先生よろしくお願いします。

荒瀬　先ほどは大変早口で失礼しました。いただきま

したご質問は大きく4 つのグループになるのかなと思っ

ています。

　1 つは、学校を変えていく時に大変だっただろうけ

ど、具体的にはどういったステップを踏んでいったのか

というご質問です。実際には変わったステップではなく

て、こういう学校をつくろうと考えて、そのためにはどん

なことが必要なのかを一つ一つ考えて、なんと申し上げ

たらいいのか、ゼロベースという言葉がありますけれど

も、今からつくり上げるにはどんな学校がいいのかとい

う意見を出し合ってやっていきました。変わったステッ

プではありませんが、これがなかなか大変でして、聞い

ていますと、多くの学校はそこへ踏み切れない。やると

いろいろなぶつかりが生じます。ぶつかることができた

というのはせっかくのチャンスなのに、ぶつかることが

嫌でやめてしまうケースが多いのかなと思います。高校

の場合は学校改革だとか高校改革だとかと言われてい

まして、改革という言葉に疲れ果てているのですが、改

革というようなことをあまり考えないで、要はどういう学

校をつくるかということを考えてぶつかりながら、それを

なんとか乗り越えつつやってきたわけです。具体的な話

をすれば長くなりますので今日はいたしませんが。

　加えて申しますと、これは京都市教育委員会が考えて

いるだけでは絶対できません。学校の中から変えていこ

うという思いがないと絶対にできない。でも、学校だけ

でもできない。学校と教育委員会が一緒になってやって

いったというのが一番大きい。考えてきた思い通りの学

校がまだまだできたとは言えませんが、それでもなんと

か動いてくることができた理由かなと思っています。

　2 つめには、いわゆる進学校なので事情が他の学校と

は違うのではないかというご指摘をいただいております。

確かに違うと思います。しかし、実は学校によってそれ

ぞれ違うと思います。つまり、進学校だからできる、そう

でないからできないということとは違うと思っています。

　どういう学校をつくるのかはそれぞれの学校に目的

があってどう目標設定をしてやっていくかだと思います。

同じことをそのままやるかやらないかというと、例えば

SSH の指定を受けないとできないこともありますので、

条件的には難しいところもありますが、しかし生徒が自

分で学びたいという気持ちを持つのは、これは偏差値

で決まるのではありません。偏差値によって決まると思っ

ている方が世の中には多いだけだと思います。やってみ

たら分かるはずだと私たちは思っています。少し失礼な

言い方ですが。おやりにならない方ほど違うと思ってい

て、おたくの学校でないとできないとおっしゃる。おや

りになってすぐにやめた方も。やり続けるかどうかのこ

とだけだと思います。

　京都市で、学校名は申し上げませんが就学援助率の

とても高い、つまり家庭の経済状況の大変厳しい子ど

もの多い学校があります。その中学校の話です。堀川

高校は SSH 本体プラス、コア SSH という普及と共同

研究に関する研究指定を受けていまして、いろいろな

小学校や中学校にポスター発表用のパネルを買うお金

ですとか、模造紙やポスカとかを買うお金ですとか、公

立の小中学校はそういうお金が潤沢にありませんので、

そういうお金をコア SSH からお渡しして共同研究をして

いるのですが、先ほど申し上げた就学援助率の高い中

学校で、問題行動がとっても多かった学校なんですが、

この共同研究を始めました。大変だったと思います。と

ころが、妙な言い方ですが、その中学校の先生は、全

員という訳ではありませんが、相当数の先生が勘違いを

なさったのです。いいことをすればきっと生徒たちは伸

びるだろうと。多くの学校においては、とても残念なこと

ですが、地域によって、家庭の状況によって、学力が決

まるというように固定的に見てしまって、決まっているか

らうちでやってもダメなのだというふうに判断しています。

それが正しい判断だというように、本当に残念なのです

が、これが私の勘違いならよいのですが、共有されて

いるような、常識であるような、そんな感じがあるのです。

でも、その中学校の先生方は何人かが、そうは思わずに、

常識を乗り越えるような、すてきな勘違いをなさって始

められたのです。そうしたら、全国学力状況調査の結果

も徐々に上がっていって、授業はというと、普通になん

の騒ぎもなく行われるようになっていって、学校は変わっ

ていきました。その過程では大変ドラマチックな話もあ

るのですが、時間の関係もありますので。

　それで、こういうお話をしても、そこにはそこの事情

があってできたのだとおっしゃるのです、多くの方が。

堀川のことも同じです。偏差値が高い学校だからできる
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のではないですかという方に、そうではないとお話しし

たら、それは違うでしょとおっしゃるのです。お断りして

おきますが、そう言う方に悪気があるのではありません。

敢えて言えば、ご存じないから、ご経験がないからです。

　要はやるかやらないかだけなのです。物事はそれだ

けだと思います。私は、そういうように考える生徒を育

てたいと思っています。やるかやらないかで、やったら

なんとかできるはずなのだと思い続ける生徒を育てたい

と思っています。何が一番いい状態なのかを考えていた

だいて、当然そこには学生であれ、生徒であれ、また、

学校であれ、状況がそれぞれ違いますので、その違い

を十分に踏まえた上で、どうしていくのかを考える。先

ほど申しましたように堀川高校というのは京都府内全域

から生徒の集まる探究科という、これが上澄みだけを

取っていると言われるのですが、実は学力には幅があり

ますし、変わった子もいますし、学習障害ですとか発

達障害の生徒も沢山いますが、そういった生徒に対し

てどうしていくのかということを、やっても無理とは思わ

ずに、なんとかしたい、なんとかなるんじゃないかと考

えて取り組む。そうしてきたわけです。初等中等教育段

階では生徒数が少ないですから、個々にどういう対応

をしていったらいいのかが分かりやすいです。大学とは

異なって。だから初等中等教育の責任だと申し上げた

のはそこの部分でありまして、私たちはもう一度個々の

生徒をどう伸ばしていくのか、彼らには力が元々ありま

すから、それに本人も周りも気づいていないだけですか

ら、まじめに周りが考えてやっていったらそれが開いて

いくわけです。そこで本人も気づいてきて、だんだん面

白くなっていって、こちらにとってもそれほど面白いこと

はないわけです。こういうことは、それこそソクラテスや

プラトンの時代から、昔から分かっている。そんなこと

をやっているだけです。

　それから 3 つめのグループです。SSH の高校から学

生が来ているのだけれども、ゼミとか少人数での講座

の少ない1 年生時、2 年生時の時は戸惑いもあるようだ

といったご指摘。今後いろんなことをやってきた生徒が

入学してきたら大学はどうしていけばいいのかとか。堀

川高校では、そんなに立派なものではありませんが論

文を書かせているのですが、そういった取り組みの上で

大学にはどんな学びを期待しているのかといった、大学

に入ってからのことをお書きいただいています。堀川高

校だけの観点で申しますと、大学に入ったらその大学の

学びがあるのですから、そこで謙虚にしっかりと学んで

いったらいいと単純に思っています。

　私たちが大学に期待することはむしろ入学試験で、

もっとバリエーションを広げていただけないかと思いま

す。例えば、センター試験の 5 教科 7 科目で高校生の

学習歴が見られるのか、あるいは国公立の個別試験の

内容や私学の入試の現状を含め、議論がもっと大学の

中で大きく巻き起こるべきだと思います。ちなみに私は

東大の秋入学は大賛成です。なぜかと申しますと、大

学に何のためにいくのかを考える時間を入学生に等しく

与えるというのは、大きな入試改革だと思うからです。

　大学入試のあり方を、高校での学習状況を正確に見

ていただいた上でどのようにしていただくか。高等学校

としては大変関心が高いものがあります。動きは少しず

つですがあるのだろうとは思います。たとえば、国立大

学医学部の入試で一部 AO入試をなさっているところが

あります。この入試は、講義を聴いて受験生がどのよう

に考えたのかについて口頭試問的にやっていく。その中

で、医学部で学ぶ資質があるのかどうかを判定していく

という、とても時間のかかる入試です。高等学校での

学習の取り組みをプレゼンテーションしてそれに基づい

て合否を判定されるといったような大学もあります。そ

ういう意味での多様な入試について、ぜひお考えいただ

きたいと思います。ちょっと嫌なことを申し上げますが、

入学試験が大きな負担であるというのは我々も経験か

ら分かっているつもりですが、入試のあり方が、内容や

形態も含めて、その大学に入ろうとする学生へのメッセー

ジですから、それによって高校生が受験や入学に向け

てどのような準備をするのかということに大きな影響を

持つのですから、ぜひお考えいただきたいと思っていま

す。話がちょっとずれてしまいました。

　さて、4 つめのグループは、受験に関係ないことを沢

山やっていて不満が出ないかということとか、あるいは

高校の教員は私が先ほど申し上げたようなことを受け入

れないのではないかといったご質問です。就職や入試

のことばかりに目がいっていて、入れればいいみたいな

感覚でなかなか変わらないのではないかということです

ね。あるいは、入ってきた学生と話したら親が行けと言っ

たから来たとか。致し方ない状況があるとは思います

が、高校教育に確かに課題があるのは間違いありませ

ん。しかし、高等学校の教員が教育について無関心で

あるということは全くありません。先ほど申しましたよう

に、多くの教員が現状を改善したいと願っています。

　話せば分かると言いますか、高大の連携の観点、一

人の生徒が連続的に成長していくという観点から、時

間のかかることですからご無理を申し上げにくいのです

が、是非お話しいただければと思います。随分以前、コ

ンソーシアム京都の高大連携の会議で、ある大学の先
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生が、経済学部に入ってくるのに数学を勉強していない

とおっしゃったことがあります。だから、指定校推薦で入っ

てくる生徒を土日に呼んで数学を教えている。しかし、

それに対して高等学校は協力的ではないと。調べてみた

ら、その大学の経済学部は数学を選択しなくても入れ

るのです。それで、数学を必修にしてくださいとお願いし

ました。数学の入試をやらないで数学ができないという

のは先生の大学のせいではないですかと。周りの方は半

分喧嘩のように思われたかもしれませんが、そんな話に

なったのです。が、高校もよくない。入試がどうであれ

高校までに身に付けておくべきことは、高校の責任できっ

ちりとしておく必要があります。まあそういったやり取り

を通してお互いの考えが分かっていくのですね。

　中高接続プロジェクトのご紹介をしたときに、中学校

の校長と高等学校の校長の言葉がなかなか通じないと

いうことを申し上げましたが、私たちは自分の属してい

る所は分かっているのですが、そうでない所は分からな

いわけで、そうでない所の人との関わりを持つことでこ

そ見えるものがあると思います。その意味で是非高校の

教員に話しかけていただきたいのです。高校の教員同

士でも通じにくいことは多くありますが、だから話し合

わないのではいつまでたっても変わりません。立場や考

えの違うことも、話し合うということによって理解を深め

ていけることになります。

　はじめの、受験勉強に関係する時間が減ることに対

する不満や苦情はありますかというご質問ですが、聞い

たことはありません。どうしてかというと受かるからです。

私たちは、堀川でやっていることは大学入学後に必要

なだけでなく、合格するためにも必要だと本当に信じて

います。それを生徒や保護者に日常的に伝えるのです

が、そもそも大学に合格するためには自分自身が本当に

そこに行きたいと思っていなければなりませんから、そ

う思う生徒にするためには、堀川の探究や行事は重要

だし効果的だと思います。

　変な言い方かもしれませんが、私たちが考えたのは、

教員や親が、受験受験と騒ぎ立てないでも、自分で勉

強して大学に行って、また勉強を続けて、自分自身が

成長して幸せになって、この社会全体がよくなっていく

ための力を発揮できるような、そんな生徒はどうしたら

育てられるかということです。そのためには、自分で考

えて、自分で気づいて、自分で工夫して、倒れそうになっ

てもまた立ち上がるというような、そんな生徒に育てよ

う、と非常に簡単な結論に至りました。ではそのために

どうしたらよいのかというと、あれこれ用意した先回り

の教育ではなく、生徒自身が経験的に学んでいくような、

風にもさらされて痛い目にもあうような、でもしっかりと

守っているという、そういったプログラムをつくればいい

のではないかと考えて、あれこれと始めたわけです。

　大学に行って本当に学生が勉強しないと驚いている

卒業生が結構います。とある国立大学の文学部に行っ

た卒業生が、隣にいた学生に、僕は哲学がやりたくて

ここに入ったけど君はと尋ねたら、本当は法学部に入り

たかったけど偏差値で文学部に行けと言われたから来

たので別にやりたいことはないと言ったそうです。それ

を聞いて、そんなことがあるのですねと卒業生が驚いて

いましたが、そういうことが残念ながら多くあるようです。

これは高等学校の責任ですね。

　どうしたら大学に受かるのかと考えた時に、私たちは

探究基礎をやったら受かると本気で答えます。現にそう

ですし、また入ってからも、探究基礎をやっていたから

レポートを書いたり、ディスカッションをしたりとかの場

面で困らないと卒業生たちも言っています。やるべき時

にやるべきことをやらせておかないと、よい実りを生ま

ないと思っています。

　長くてまとまりのない答えになってしまいました。失礼

しました。

髙橋　荒瀬先生ありがとうございました。引き続きまして

濱名先生お願いいたします。かなりの量がきていますが。

濱名　基本的なところですね。能動的な学びと主体

的な学びの違いについて 3 件ぐらいご質問がきていま

して、中教審は何故これを分けるのか。これは中教審

ではありません。私とか川嶋 太津夫が分けて考えてい

るのですが、英語で言えば同じではないのかと。アク

ティブラーニングというのは HIP、ハイ・インパクト・プ

ラクティスにも出てきましたが、学習方法、教授方法と

して考えられているアクティブラーニングというのは組織

的に導入することは可能だし、それを皆様方がご自分

の授業の中でやろうと思えば可能なわけです。ところが

主体的な学びというのは学習者が主体になってボランタ

リーな意欲を持って取り組んでくれるかどうかで、質問

の中には主体的であるが能動的でない学びの例という

のと、主体的ではないが能動的な学びについてお聞き

になられているのですが、主体的で能動的でない学び

は一生懸命自分の好きな本を読む。哲学書を読んで集

中するというのはこれは主体的な学びだと思います。能

動的な学びはグループワークをやらされるのです。ある

いはグループの中で課題に課されているのでグループに

参画せざるを得ない。という場合もあるわけです。しか
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しながら主体的な学びが自然に沸いてくるかというと逆

三丁目の夕日症候群ですからきっかけがいる。堀川の

奇跡の話もそうですし、今までバーチャルなこと、自分

の部屋の中でネット環境の中で情報を集めて疑似体験

ができる人たちにとっては、五感を全部使った経験が

得られるようなアクティブラーニングであり、コアカリキュ

ラムであり、そうしたものが効果的で、能動的な学習

は必要条件ではないのですがいい方法論である。アプ

ローチである。しかし絶対ではない。というのが私が申

し上げたかったところです。次に、共学マネジメントに

関する質問が一番多いですね。例えば教員がアクティ

ブになる動機付けとか、科目間連携、教員間連携で学

内でどういった学内の仕組みを取っているのかとか主体

的な学びをさせるためには強制的なシステムを作らない

といけないのかとか、教員の研修に特定の教員しか出

てこない、だから大学教員がアクティブラーニング型に

切り替えられない、どうしたらいいのか。こういったこと

があるのですね。これはアクティブラーニングに対する

動機付けをやっていこうとすると、私は私学事業団の人

材バンクに登録されたこともあって、結構経営的に苦し

い大学に今年もお呼びがあって伺うのですが、実はそう

いった大学の方がやりやすいのです。この大学はやりに

くいです、はっきり言って。放っておいてもやってくる大

学はあまりそういった認識の共有は持ってもらえないで

すが、学生が来なくなっている学部、学科の方がどうし

て自分のところが上手くいっていないと疑問を持ってい

る大学の方が、まず認識の共有をしてもらうことなので

す。例えば立地条件が悪いとか、偏差値が低いとかの

話が始まったら大体私が申し上げるのは答えはコンサル

テーションのお手伝いをしても答えがあるわけじゃない。

答えはその大学の中にしかない。私は健康診断と言って

いるのですが、自分のところの上手くいっているところ、

上手くいっていないところを先生方やあるいは職員の

方と一緒になって考えて認識の共有をしていかないと、

FD が義務化されたから出なさいではまず効果はないと

思います。出やすくするためには、アメリカの FD など

は非常に現金ですので、出たらお金を出すのです。日当

が出るのです。私どもの大学でもやっていますが FD の

日はご飯を出すのです、お菓子も出すのです。要するに

FD はさせられている不愉快ではなくて、普段なされて

いる会議とはちょっと違うというところと、大学によって

はインセンティブ。それを評価の中に加えていかれると

か、それは各大学のお考えだと思いますが、まずは 7 割、

8 割の教員が出てくる状況を作り出さないとなかなか動

き始めない。つまり認識の共有がないと、目的の共有

もなければ現状の認識の共有がなければ、方法論やア

セスメントなどはできるわけがない。そこは一番大きな

ところで教員の動機付けは私どもの大学では教員の評

価制度に若干入れていますので、組織目標に適った形

で先生方が立てられた目標の達成度が高ければ、ご自

分のところへ返ってくると。それから科目間連携、教員

間連携は、私どもは基本的には学科をユニットに考え

てもらうようにしています。ですからラーニングコミュニ

ティーを作ってくれとか、科目をドッキングさせてくれと

か、週複数回の授業は簡単にできないのです。昔セメ

スター制の時にちょん切ったものを今度は糊でくっつけ

て下さいということなのです。週 1 回の科目を 2 つくっつ

けてやるところから始めればできるのです。それがしに

くいこともあります。私の仮想敵は厚生労働省なのです。

厚生労働省は大変ややこしいところで、1 つは教室外学

習が視野にないことです。大体学習時間、授業時間し

かないので、教室外学習が視野にない。もう1 つは専

門集団も官僚もよく似ているのですが、普通こういった

改革をしていくと、高度化していくと専門職は高度化し

ていくとみんなやりたがるのが足し算なのです。科目の

足し算。引き算を知らない。括弧でくくることも知らない。

だからカリキュラムが肥大化する。その場合は科目間連

携しかない。一番良いのはくっつけていって 2 人で持っ

た方が楽ですよといった方が良いのですね。休校するこ

ともないし、課題も出し易くなるし、チームでもできると

いうようなことをいうのですが、やっぱり1 年、2 年学

科のどこからやっていけばいいのか、周辺ではなく中核

となる必修科目をやった方がいい。コアの科目が連結

した方が効果が高くなるというインセンティブなり、誘

導はしています。最後は説得ですね。説得してもなかな

か。厳しくなると、条件が悪くなってくると危機感が出

てくるのが常です。状況認識の共有とインセンティブも

含めて仕組みを作っていくのが基本的に共学マネジメン

トにとっては必要だと思います。私どものところはトップ、

学長や担当副学長とか合わせて、中間管理職とかどう

いう職種の方がやっているのかとあるのですが、うちは

別に FD デベロッパーは養成していません。IReお は学

内に作っていますが、後は高等教育開発研究センター

という部局があって、そこが中心になってやっています。

その開発センターの下には教育開発部門、初年次教育

部門、キャリア教育部門という3 部門ありまして、全部

のことを1 つではできないので、うちはその専従の教員

ではありませんので、それぞれに委員会があって各パー

ト部分をやったものを統合していくと。私どもの IR は

同志社とか北大のものと違いますので、個人データを蓄
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積していく学生支援型 IR、小規模校ならではの IR を

やっていますので、学生の個人データから考えてより有

効な情報を提供するというやり方をとっています。後は

カリキュラム整備を全学的に進める過程の中で、うちの

路線に沿う教員を、教員募集の時に組み込んでいるの

かとご質問はありますが、別にそんなことはしていませ

んが模擬授業は必ずします。模擬授業をやってアクティ

ブラーニングに全くな馴染まない人であるとか、我々の

大学は教授能力が高いのでそういったところを見ており

ます。最終候補で私のところにくる頃には、業績や面

接などはそれ以前にしますが模擬授業を審査員の前で

やって、審査員が学生の目線で見て評価をして候補が

あがってくるというやり方をしています。教養教育と専門

教育の組織化の難しさ、これはおっしゃる通りで、大き

な問題は教員組織と学生の教育組織一緒になって、今

日は金沢大学さん来られていますが、最初は私も何故

一緒になってやっているのか分からなかったのですが、

やっぱり科目が学科の所有物であったり教員の所有物

であったりすることが非常に大きな問題で、特に学科の

持ち物だから専門教育には関心があるけど、教養教育

には関心がないと、全学のディプロマポリシーを作れと

書いてあるのです。よく見ると、全学のディプロマポリ

シーとは書いていないのですが、全学としての単位授与

の方針に基づくと、大学の大綱の中に出てくるのですね。

これは私が強く言ってきた学長のリーダーシップを、学

長が代わると選挙で勝った学長は前任が学長の否定す

る、これは日本の習いでありますから、そうするより錦

の御旗を1 本作るのが全学ディプロマポリシーなので

す。その中にこの教養教育とかをどうするのかを組み込

みをしていかないといけない。ナンバリングとはそういう

ことをする上で有効で、大学基準協会の鈴木先生、前

の ICU の学長ですが、鈴木先生は毎回ナンバリングの

ことを言われていましたが、最近私も自分の大学でナン

バリングを始めてなるほどと。これならできるなと。ち

なみに東京の大きな大学はですね、同じ学部の中で同

じ科目の授業を取らさない大学があるのです。かなり有

名な大学です。大きな大学に行っても蛸壺型の教員組

織がかなりあだになっている。それを今後どうするかは

ガバナンス、共学マネジメントというのが引き続き 7 期

の中教審でも話題になるのではないかと思っています。

ちなみにベンチマークを各科目に分散させるのはどうい

う意識決定ですか。実は私の科目は私のつけたい意識

目標ではないものをつけられたのです。共通教育開発

センターにある程度の権限を持たせているので、一通

りの教養教育をベンチマークでカバーできるように決め

られるので押し付けられるのです。それでもみんなしょ

うがいないということで、全権を委任しようと言っていま

すので学長としてのそれに対して異議申し立てはできな

いというふうにやっております。権限の移譲とその仕組

みを何故やるのかが重要だと思います。どうしましょう、

まだありますが、ここで一旦切りますか。

髙橋　それでは私の方から全員のシンポジストの方々

へのご質問ということで、2 点、質問を投げさせていた

だきます。まずは、「主体的」という言葉に関する質問

です。この言葉は、今までのお話の中で何回も出てき

ている言葉だと思います。また、今回のシンポジウムの

テーマのキーワードでもあります。質問は、「主体的」

という言葉が非常に気にかかるフロアの参加者の方から

いただきました。凄く哲学的な質問になると思うのです

が、「主体性の本質とは何か？」についてシンポジストの

方々に一言ずつコメントをいただきたいと思います。

濱名　私は知的好奇心と自分の生活とのレリバンス。

関わりだと思います。つまり自分が関係のあることだと

学生が認識することの 2 点だと思います。

荒瀬　主体性の本質とは何かということについては難し

くて答えられませんが、堀川高校では「すべては君の『知

りたい』から始まる」と高校生にも中学生にも発信して

います。自分の「知りたい」ということに気づくというこ

とが主体性の始まりだと思います。

福田　同じですね。私はよく企業の方ともお話をさせ

てもらうのですが、気付き。興味関心。気付いた後に

興味関心を持って調べて結果的に上手くいった、何か

を知った時の気持ち。これが最初だとその方は言われ

ていて、個人の面白さ、喜び、うれしさ、感動あたりの

ことなのかなとその方はおっしゃっていましたし、私もそ

う感じました。

髙橋　荒瀬先生のご発表の中で「たのしんどい」とい

う言葉が非常に面白いと思いまして、先ほどの休憩時間

に荒瀬先生とその言葉についてお話をしておりました。

結局、この言葉は、「しんどい」作業の中の「楽しい」

要素を強調した言葉だと思います。私はこの「楽しい」

要素が主体的な側面とも深く関わっているのではないか

と思います。「しんどさ」を乗り越えた先にある「楽しさ」

とは、「しんどさ」を乗り越えたからこそ味わえる格別の

フィーリングだと思います。ただ「しんどい」のではなく、
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ただ「楽しい」のでもない。「しいどさ」を乗り越えて得

られる「楽しさ」を味わえる経験が必要なのかなと思い

ます。大変抽象的な言い方で申し訳ございません。

　続きましてシンポジストの皆さん全員への、もうひと

つの質問です。「教育の哲学をどう作るのか、あるいは

教育の理念をどう作るのか」という質問を頂いていま

す。これはおそらく話のコンテキストでいいますと、高

知工科大学の福田部長がお話になった時に、大切なの

は哲学の基でその仕組みを作り上げていくという話をし

ていただいたと思います。その中で「我々は仕組みを作

り上げているのだが、その仕組みが上手くかみ合ってい

ない」という意識を持った方がいると思います。先ほど

の理念の共有というテーマにも関わってくると思うので

すが、一見自分たちはしっかりと改善に向けて仕組みづ

くりをしているのだが、別なグループから見ると改悪とし

て判断されるという状況が頻繁に生まれるのではないか

と思います。そのような状況下で重要になってくるのが、

福田部長がサラッといいましたが「哲学がある」という

こと、哲学を前提することだと思います。それが前提に

あると、全然違ってくると思うのです。もし哲学がなかっ

た時にどうやって作り上げていくのか、かなり重要な問

題だと思いますがその辺はどうでしょうか。

濱名　大変難しいのですが、哲学理念は多くの大学は

何かしらお持ちだと思うのです。ただしそれを現代の文

脈の中でどういうふうに可視化していくかで、私は哲学

もさることながら目標のレベルまでに落とさないといけ

ないのですね。目標というのはディプロマポリシーです

とかあるいはベンチマークですとか、もともと教育目標

をキャンドゥー型、学生たちから見て、アイキャンドゥー

型に最終的に置き換えたのですが、その置き換えたプ

ロセスの中で哲学が機能する場合もあるでしょうし、現

状分析の結果が活用されるのもあるでしょうし、あるい

は非常に優れたリーダーのディクテーションが影響を及

ぼすこともあるだろう。先ほど全学ディプロマポリシーと

いうのを申し上げたのはそういうことなのです。今の時

代は少なくとも質保証に対して質保証というのはある程

度具体的に自分たちが立てた目標が実行できているか

どうかの説明責任を各機関が負うということなので、哲

学に基づいて、哲学がなかったら僕は恥じることだとは

思わないのですが、それをきちんと自分たちが、教職

員も社会と共有できる形に可視化するという、できれば

キャンドゥー型に再構築されるタイミングにきているの

ではと思います。

荒瀬　私学の場合は建学の精神というものがあります

が、公立の場合はそういう建学の精神はないわけです。

法律などで設置基準が決まっているということですね。

ただ、多くの学校に校訓というのがありまして、内緒で

すが、カビの生えたような言葉がいっぱい並んでいるの

ですが、そこにはきっとカビの生えていない活き活きと

していた時代が必ずあったわけでして、それをいかにし

て今、濱名先生もおっしゃいましたが学校としての目標

や活動に据えていくのか。つまり校訓の読み解きという

のが必要だと思うのです。

　熊本県立熊本高校という歴史のある高校がありまし

て、「くまたか」と呼ばれている所ですが、「士君子精神」

というのが伝統のようです。ですが「士君子精神」と言っ

ているだけでは意味が共有できないので、「士君子精神」

とは何かということを10 年に 1 度ぐらい教職員が議論

して現代語訳されるようです。そういう、言葉に対する

こだわりが重要だと思います。

　申し上げました構造化にしてもメタ認知にしても、ま

た、批判的思考力とかいっても、それらはすべて言葉

によって認識をしているわけで、言葉が大事です。漠然

としてしまった言葉をどう解釈して具体化するか。堀川

高校の場合、「立志、勉励、自主、友愛」という 4 つ

の言葉を組み合わせた校訓があるのですが、学校を変

えようとした際に、これらの言葉をどのように読み解く

のかを相当真剣に考えました。今の学校のパンフレット

には読み解いた内容を書いています。

　先ほどのご質問と関わることですが、私たちがどんな

学校をつくるかというスタートの時には、「よりよい教育

活動の展開」という、非常に意味の広い言葉の共有か

ら始めました。「よりよい教育活動の展開」をする学校、

これは誰も反対をしないのです。意味が分からないわ

けではなくて、みんな自分のよいようにとらえる。最初

は厳密な意味が示されないので、じゃあそこに厳密さを

どう与えていくのかということが、具体的に学校を変え

ていくこと、具体的に日々の取り組みを進めていくこと

に重なっていきました。取り組みがより進んでいけばよ

り具体的な言葉に転換されていく。具体的な言葉に転

換できないのは、取り組みが進んでいないからです。

　そうこうしているうちに別の言葉、たとえば面白い学

校をつくろうとか。ならば、面白い学校とよい学校とは

どう違うのかとか。また、堀川高校では「自立する18

歳」を育てることを最高目標としているのですが、自立

するとはどういう意味かを教員間で、あるいは生徒の間

で議論をする。探究基礎の授業の最初に、校長が入学

式で「君たちは自立する18 歳をめざすのだ」と言った
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が、では自立とは何か考えなさいというテーマが出され

たりする。「自立する」と「自立した」についてもこだわる。

そういう言葉が行き交っているのが、それが一番大事

な哲学なのではないかと思っております。

髙橋　ありがとうございます。福田部長はいかがでしょ

うか。

福田　哲学が大事だと言った私ですが、我々が大学に

勤務した時にはその哲学があったので 1 から作ったとい

うことはないのですが、今もお話にありましたように私

学なら当然開学の理念があると思いますのでそこを読め

ばあると思います。それをまさに今のみんなが共有でき

る言葉に置き換えていくのがすべてだと思います。実は

前任校で 1 回やったことがあります。その時は学生募

集大変でなんとかしないといけない、どうやって学生に

訴えかけるのかを徹底的に議論して、先生方にも入って

いただいて、それから言葉のプロにも入っていただいて

やったのですが、その時にできた言葉が『大丈夫』と

いう言葉だったのです。なんのことか分からないです。

でも今の子に安心感を与えようとしてパンフレットを作ろ

うとして途中でトップに怒られたのですが、その時にやっ

たのがやはり原点に戻ることでした。開学の理念であり、

次の2代目が言っていた言葉、書いていた文章を読んで、

紐解いてみんなで議論をしていくとそこの共通の中に君

たちをしっかりと育てるのだということがずっと出てくる

のです。難しい言葉もあったのですが、それをまとめる

と大丈夫という言葉になったのですが、そもそも我々の

大学がなぜあるのかを戻って考えてやっていけば割と難

しいことではないのかなと。そもそも目的がなくて大学

を作った大学はないと思うのですが、若干国立大学は

国の政策でということがあるかもしれないですが、ずっ

と大事にしている言葉を持っているはずなので、それを

今ふうに読み解いていくのかなと思います。なんでもそ

うなのですが、うちが最近よく理事長に怒られるのがそ

もそも理念と違うと怒られるのです。うちの先生方よく

怒られるのです。君たちがやろうとしていることは今しか

見ていない。そもそもなぜこれを私が入れたと思うと言

われるのです。そもそもを知らないから進めていくうち

に別の方向に行っているのだと。やっぱり原点は何かを

突き詰めていくと自然とそこにはあると考えます。

髙橋　シンポジストの方々、どうもありがとうございま

した。先ほどの休憩時間に提出していただいた全ての

質問に対して答え切れてはおりませんが、時間もかなり

過ぎており、ディスカッション①はここで終了させてい

ただきます。引き続きまして、ディスカッション②に移ら

せていただきます。

　今回のシンポジウムでは、最初に申しました通り、フ

ロアの皆様も聞いているだけではなくいろんな言葉を介

して、議論したり、あるいはあーでもない、こーでもな

いというようなことを話して頂いて、そこから出てくる意

見、あるいは質問というものを重視したいと思っており

ます。この後の展開なのですが、まずはバトンの方をフ

ロアの皆様にいったん預けさせていただきたいと思いま

す。10 分間程度 2、3 人の方にグループになっていた

だいて、そこでお話のほうを是非していただきたいかな

と思います。特に私の方から念頭に入れて欲しいような

指針等々はありません。ただ今までの意見を聞きなが

ら自分が思ったことを、考えたことを話していただいて、

何らかの形にしていくことが非常に重要ではないかなと

思います。その時間を設けさせていただきまして、その

中から出てきた意見をピックアップし、まだ回答してい

ない質問もございますので、それも合わせて後半の残り

の時間でシンポジストの方 と々の意見交換を行いたいと

思っております。

　これから10 分間、周りの方 と々お話をしていただいて、

もし意見がまとまったり、ご質問等々がまとまったグルー

プがありましたらお手元の質問用紙に書いていただいて

直接スタッフの方に渡して頂ければと思います。ご協力

の程をお願い申し上げます。5 分間経ちましたらお知ら

せいたしますので、まず皆様でのディスカッションの方

をお願いいたします。

　後、残りが1分ぐらいなのですが、大変話が盛り上がっ

ているところ恐縮ですが、その場で出たご意見、ある

いはご質問の方を大変申し訳ないのですが、どなたか

1 名の方が質問用紙に書いていただきスタッフの方に渡

していただけますと非常に助かります。

　そろそろトークの方は終えようと思うのですが質問用

紙が出せるグループがありましたら出して頂けると話題

提供でありがたいです。

　それではディスカッションの方を始めさせていただき

たいと思います。6 通ほどの質問用紙が出てまいりまし

た。それでは今出てきたものを振り分けさせていただき

ます。先に、先ほど濱名先生に宛てたご質問の方から

お答えして頂いて、その後に今のシートの方に移りたい

と思います。

濱名　まずルーブリックについて。すべての科目でルー

ブリックを作成することが可能かということで、参考文
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献もお尋ねになっているのですが、今リストが手元にな

いのでお答えできませんが、ルーブリックはバリュールー

ブリックを見ていただきますと基本的にはスキルベース

のモノが多いのです。つまり科目のルーブリックを作る

時には複数の基本となるルーブリックを組み合わせで

作っていくことも可能なのです。すべての科目でのルー

ブリックは私どもの大学でもまだで、数ルーブリックを

使っている状態なのでこれは膨大な作業ですが、使い

方としてアメリカの大学でバリュールーブリックを使って

いる所はそういう活用をしていますし、全学共通のルー

ブリックの使い方もあれば自分のディシプリン分野にカ

スタマイズして使っている場合もありますので、あくまで

大学としてどの範囲までやっていくか。それと先ほども

申しましたが、大学としての到達目標の組織的な評価に

も活用できますし、学育プログラムレベルでも使います

し、それぞれの科目が目標達成しているかという形でも

援用していくこともできますし、最終的には学生の評価

にもデフォルメしていけば使えることができるということ

でございます。その問題を例えば中教審に私どもがアッ

プしたものを混ぜて4 月からお使いになられる大学が

あると聞いたのですが、あまり焦らずにお使いになって

頂いた方がいいと思います。というのはやはりご自分の

大学の文脈に合わせていくことが必要でございますし、

AACU のウェブサイトを見て頂けますとバリュールーブ

リックが見て頂けます。ただし書いてあるのはこれを成

績評価にダイレクトに使うなと書いてあります。ちなみに

AACU でこのバリュールーブリックを作る中心人物はテ

リル・ローズという方がいるのですが、彼は 6 月の終わ

りから7 月の頭に私どもの大学関連授業で日本に連れ

てくることにしていますので、内 1日は公開の研究会を

開かせていただきますのでそれを見て頂ければ大変あ

りがたいかなと思います。尼崎でたぶんやると思います

ので、情報としてご活用して頂ければと思います。問題

はワーディングしていく時の英語はそのまま直訳はでき

ませんし、間が均等になっているかとか採点に落として

いくと、私どもも使っていると、1 回使ったものは使い

続けられないです。やはり1 年 2 年使って修正をしてい

かないと作った時は等間隔で作ったつもりが、使いにく

いとかあります。私どもの大学は到達目標のクイズベン

チマーク大項目 5 項目のものも、6 年前 2006 年に作っ

ていますが今見直しをしています。部分修正をしていま

す。ただ作り直す時には、アイキャン何々のフレーズに

全てなっています。私は何なにができるというふうにし

ないとルーブリックはなかなか活用しにくい。それと観

点と基準、観点までは作るけれどもクライテリアを作ら

れない場合は主観的になってしまいますし、それを作っ

たからといってそのまま使えるわけでもないですし、こ

れはいろいろとワークショップのやり方等々あるのです

が、先生方も辛い先生、甘い先生がいるのです。同じ

基準を作っても、ばらつきがあるのでそのあたりはご注

意を頂いた方がいいと思います。ですからこの数値化と

いうのは先ほどの記述化で表現していくということです。

仕組みの具体例は、バリュールーブリックは基本的に 0

～ 3 の 4 段階、うちのは 6 段階でやっていますが、そ

の 4 段階でいっていくものを継続に同じ枠組みのルー

ブリックを使っていくと学年が進むとともにそのスキルが

レベルアップしていく仕組みを取っていく。これがルー

ブリックを使って組織的な教育やアセスメントを持たせ

ていくということでございますので、その使い方は私ど

もが今開発しようとしているのは教室外活動です。イン

ターンシップとかサービスラーニングのルーブリックの開

発を今やっているところでございますので、去年の 9 月

から大学関連授業に採択していただきまして私どもが代

表校でありますので、ある程度安定した状態のものが

できた段階で公表させて頂くと。不安定な状態でお出

しするのは無責任でございますのでそういうふうに考え

ております。後、アクティブラーニングのチームワークの

質の問題。初年次から上級生についての段階的な向上

についてというお尋ねですが、それはだからルーブリッ

クを使っていくのです。ルーブリックを使って低年次に

できないことができていくようになるという形で、ただ

日本の場合は科目数が多いのでどういうグループで安

定するのかは我々も最終的な答えが見えていません。

やっぱり私どももグループワークアワーでも作らないと

課題を調整する時に各課題担当者にグループワーク課

題を好きに出せるとできなくなるので、今調整しようとし

ているのはそれを特定学科の場合で考えると1 か月に

1 つのグループワークでも半期で 4 つできるのです。そ

のぐらいでいいのではないか。その点では学生が集中

できる仕組みを作っていくのが、こういうフリーライダー

とかレベルについていけない学生を作りにくいようにす

る仕組みが必要だと思います。あと中教審についてお

尋ねがきております。データ形式というお話があったの

ですが弊害は何か。今は何が起きているのか。今は起

きないようにしています。中教審の資料は単純集計か

クロス集計か私どもが発言するまではなかったのです。

実は学長アンケートは大量解析したデータが広島大学

にはあるのですが、そういうデータを持っていて継続

的に使っていかないといけないというのは文科省がやっ

と気が付き始めました。今はほとんどの分析は委託事
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業に出しているのですが、でないと印象論で語られる

のです。いまだに産業界の方にはフンボルト式の教育を

やっていると思い込んでいる方がいたりします。そうす

るとやはりデータで語っていく必要があるということで

す。後、質保証より入試の問題が大きいのではないか

と高校教育部会と大学教育部会の協議はどういうふう

になっているのかということですが、高校教育部会は高

校教育のためのテスト開発を今優先的な課題として取り

組んでおられます。高大接続部会は荒瀬先生と入って

いるのですが、その周囲を前転しながらその問題は 2

つあると考えられています。1 つは高校修了段階の学力

の問題、つまり高校教育の質保証ができていないのが

批判の 1 点。それが高校教育部会。それともう1 つは

暗記型学力の入試でいいのかということに対する大きな

問いかけが産業界にあるわけです。それについてはア

メリカの SAT や ACT なども参考にしながら、国立教

育政策研究所とか大学入試センターが様々なテストを

思考開発していますので、これはおそらく参議院選挙後

にならないと本格的な審議は始まらないと思いますが、

比較的に自民党が民主党のやり方が嫌だというと、政

策には入っていますよね。高大接続テストと書いてある

ので、おそらく高大接続テストの大きな仕組みとしては

今までとはペースアップして変わる方向にいくのではない

かというような見方が強いと思います。ただ中教審の一

斉委員が出ただけで臨時委員とか専門委員とか私とか

荒瀬先生がやってきた役割についてお声がかかってい

ない、人選が遅れているというようなことですのでその

あたりも見定めて結論が出るのではないかということで

す。以上です。

髙橋　ありがとうございました。それでは引き続きまし

て先ほどのフロアトークから出てきた質問に移らせてい

ただきたいと思います。まずは非常に具体的で面白い

質問です。荒瀬先生に質問なのですが、「堀川高校の

生徒さんは十分に理解しています。その高校生が大学

でどのような態度で過ごしているのか分かれば教えて下

さい」という質問ですがいかがでしょうか。

荒瀬　いい話ばかりではなく、いろいろご批判も受け

ております。なまじそういうことをやって大学に入ると大

学での学びが新鮮でなくって、偉そうにしている学生が

いると思ったら堀川の卒業生だったとかもあります。な

まいきな生徒が育っているのかもしれません。

　それはさておき、きっちりと追跡調査ができていませ

んので知りうる範囲の話ですが、大学から就職する時

に、多くの卒業生が困っていないとは聞いております。

就職して辞めた卒業生もいますが、卒業してよく学校に

来ますので話を聞きますと、辞めたあと JICAでアフリ

カに行くとか、本当に興味のあることと思って入社した

がそうではなかったので新たな職に転じているとか、そ

ういった話を多く聞きます。これから分析をしていかな

いといけないですね。そのための追跡調査も考えてい

かないといけないなと思っています。全国の高校 2 年生

を対象に 10 年間にわたって追跡していこうという計画

を進めていらっしゃる先生方がおいでで、私もそこに関

わらせていただくのですが、その中で堀川高校の生徒

に対しても分析したいと思っています。

髙橋　ありがとうございました。先ほど出された質問

で、幾つか FD に関わる質問、教職員に関わる質問を

何通か提出していただきました。それらを象徴するよう

な質問をピックアップさせていただきます。「教員や職員

の主体性はどう作るのか。」という質問です。つまり今

私たちは、「学生が主体的に学ぶ」ということをテーマに

しているのですが、それと並行して「教職員が主体的に

教える」ということを一方では考えていかないといけな

いと思うのですが、いかがでしょうか。濱名先生いかが

ですか。

濱名　重要な本質的なところだと思います。要はアク

ティブにできてもそれはどうやって主体的にできたの

かどうかということですね。検証するのが実に難しい。

私どもの大学では教員がティーチングポートフォリオを

作っていくのでその中身をどう見ていくのかとか、学内

の共同研究が 2 種類ありまして、研究所に所属して研

究所をプラットホームにして学外の方も研究に入れてや

るものと、本学の教育を改善するためだけであるならば

個人研究も含めてアプライしてもらっても構わない。そ

ういう形でやりたいことを、自分の評価なり自分の研究

なりに取り組めるようなことを作っていくことが 1 つの方

法論としてあるとは思いますが、やはり僕は最終的には

今日の隣の部会でもやっていますがアメリカの FD でも

教員だけじゃなく学生を入れたりすることがある。学生

を入れて常に FD をするのかは別として、どういうふうに

して自分たちがティーチングを改善するようなことが楽し

いとか面白いとかリアクションにつながるような経験を

どう可視化するかだと思うのです。多くの場合はやって

いる先生はいいですけど、やっていない先生にどう伝え

るのかということで、研究費とか表彰するとかは外見的

なものなので、そうならばポートフォリオだったり、FD
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だったりFD の場で投稿してもらうものであったり、ある

いは効果を、堀川の話ではないですが逆にそういった

方法を導入していったクラスの同級生がどういう成果を

上げたか。私どもの教員評価の中にベンチマーク達成

に貢献した教員はどうだったのか。うちは学生満足度よ

りもそっちの方が大事だという考え方を取っていまして、

つまり思った通りの実感になるのです。学生に入っても

らっている先生のベンチマークの起用度が高いのです

ね。何かしら可視化してそれを評価していくような仕組

みも必要なのかなと思います。

髙橋　ありがとうございます。荒瀬先生お願いします。

荒瀬　大学と高等学校は違うかもしれません。高等学

校の場合、教員は生徒に本当に近いですので、生徒が

変わっていくのを見たら、教員はやっていることに対す

る実感を伴った充実感を味わうことができます。それが

きっと教員の主体性を高めていくだろうと思います。

　それと、ここも大学と違うところでしょうが、自分の

子どもを入れたい学校はどんな学校かと考えたら、教

員のなすべき取り組みが分かりやすくなります。どうい

う教員がいて、どういう教育環境が整えられているか、

どういう毎日を生徒が重ねるのか。そう考えると、自分

の問題として考えることができて、具体的に動いていく

ことができます。

　また、高等学校の場合は教職員数が少ないです。堀

川高校も 80 人ぐらいで、その中で意欲的に動いている

教員の姿、あるいは主体的に取り組む姿、それをかっ

いいことだと思うと、周りが支えますし伝播していきます。

生徒も教員も人ですからそこはよく似ていて、水は低き

に流れますが、学びは高きに向かいます。そういったこ

とを支える、例えば管理職の一言であるとか、後輩が

先輩を見てあの人かっこいいですねと言うとか思うとか、

実際に自分もやってみるとか、それを当たり前だとする

ような状況を作れば変わっていくというふうに思ってい

ます。

髙橋　ありがとうございます。福田部長、お願いします。

福田　私にはなかなか難しい質問なのですが、職員の

ベースで実感としては分かりやすいのは、やっぱり喜び

ですね。大学とかは非営利法人と呼ばれるじゃないで

すか。何を目的にやっているのかということで、うちの

職員が変わっていくきっかけを見ていくとそこには喜び

ですとか、自分がそれに関与できたという、そのパワー

がすごく大きくてそういう経験をすると変わっていってい

るなと。後、先生の場合ですが教育をしたくて先生になっ

た人がどれぐらいいるのかと思っていまして、大学の先

生は実は自分の研究がずっとできるからそこに残ってい

るのかなと実は思っています。うちの先生には平気で言

うのですが、先生はオタクのなれの果てですよと。好き

なことをやって尖がって、それは何の役に立つのかを聞

いても、楽しいからという人。僕らがいうのはその楽し

さを伝えてほしい、そこしかないのです。大学は多様性

を受け入れる組織なのでいろんな先生がいても構わな

いと思っています。うちの教員評価、先ほども話させて

いただきましたがそこでも教育の点数、研究の点数、社

会貢献の点数、全部点数制なのですが、それぞれの評

価項目を決めて全部の点数を取らなくてもいいと言って

いるのです。教育が得意な人は教育でやってください。

研究が得意な人は研究でやってください。先生方が堪

えているのは学生の授業評価です。チェック項目が幾

つかあるのですが、その裏に自由記入を設けてそこにど

んどん好きに書いてもらっている。そしてそれをすべて

先生にフィードバックするのです。その評価が惨憺なる

ものならばその先生は授業に一生懸命取り組みますし、

もういいと言って研究に専念するからという先生もおら

れます。それはそれでいいと思います。共通してあるの

は学生たちが変わってくれた時の嬉しさ。これが一番弟

子の学生だと言える学生ができた時の喜び、そんな学

生を作りたいといつも先生方がおっしゃっていますので

そこにあるのかなという気がします。

髙橋　ありがとうございました。早いもので、午後 1

時からこのシンポジウムを始めましたが、もう残り時間

が 7 分程となってしまいました。それでは最後に、まと

めのコメントとしてお 1 人 2 分間程度ぐらいで最後のク

ロージングの言葉を頂ければと思います。それでは、濱

名先生からよろしくお願いします。

濱名　かなり沢山しゃべらせて頂いていますので短め

に。とにかく日本の大学教育は学生達をどう4 年間経っ

た段階でどう社会に送り出していって、自分たちが選択

させることができるような準備をさせる大きなミッション

を背負っているのです。ところが気を抜くと、放ってお

くと個々の教員であるとか学科であるとか、その目線が

勝ってしまって、学生たちが成績表を見た時にラッキー

とか何故とか、そのリアクションが非常に残念なことで

すし、これはある審議会で言ったことがあるのですが、

先進国の中で大学の成績が採用でこれだけリスペクト
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されず、インターンシップの結果もリスペクトされないの

は極めて例外的な国だということなのです。これはまさ

に相互不信の話を申し上げましたが、我々自身がもっと

外に、学生たちに、社会に対して説明できるような教育

の体系性とその成果をきちっと説明していく。その中に

大学の中だけではなくこうやって高等学校の方とも議論

をしていかないといけませんし、出口の社会の人たちに

対してももっと大学の成績評価を信頼できるものに一緒

にやって欲しいと。例えばインターンシップとかで実習

とかそれが 1 つのプラットホームだと思うのです。研究

を重視される大学も沢山ありますが、最大公約数、多

数派は教育で成果を上げていくしかない。学生募集だ

とかいろいろな就職の支援も大切ですがやはり教育が

我々にとって商品だろうとすれば、その商品を絶え間な

く改善していって社会に貢献できるような組織的な取り

組みを皆様と一緒に作っていければと思っています。以

上でございます。どうもありがとうございました。

髙橋　ありがとうございます。荒瀬先生お願いします。

荒瀬　ある国立大学の教育系学部の1回生のポスター

発表を拝見したことがあります。そこで学生に対してい

ろいろと質問をしてくださいと言われたのですが、発表

を聞いていて非常に疑問に思ったことがありました。

　その学生たちは地域に入って子どもたちといろんな活

動をしています。例えば、紙すきであるとか、地域の文

化を調べるとか、お年寄りから古い出来事を聞き取ると

か、いろいろやっているのですが、その一つ一つに評

価項目がありまして、これをしたら子どもたちにはこんな

力が付く、また、やっている学生にはこんな力が付くと

いった項目が幾つか並べてありました。その内容が子ど

もたちと学生とで違うのです。子どもたちに付く力と学生

に付く力とをわざわざ分けていて、別のことが書いてあ

る。それが非常に疑問だったので、発表の中身の話で

はなく、そもそもこれはどういうことですかと質問をした

ら、驚いたことに、学生は「分からないです」と答える

んです。代 こ々ういった観点で評価をしてきたのですか

と聞いたら、それも「分からないです」。顔を見合わせ

て困ったような微笑を浮かべて。

　分からないことだらけなのに学生は真面目にやってい

るのです。日本の学生の多くは、そういった傾向にある

のかなと思いました。まじめだけれど疑問を持たない。

やれと言われたことは素直にやっている。でも意味は分

かっていない。

　ですから大学の皆さんにお願いしたいことは、是非問

いかけをしてくださいということです。それはどういう意

味ですかと。なぜやっているんですかと。たぶんそれも

また、申し訳ないことに初等中等教育でやっておかな

ければならなかったことをやり残してしまったのだろうと

思いますが、彼らのこれからのために、是非大学でそう

いったこともお考えいただけたらと思います。

　さきほどの学生たちですが、そうこうしていますと、1

人が私に質問をしました。「学習意欲はどうしたら生ま

れると思いますか」。そんなことが分かったら本に書い

たらきっとよく売れるでしょうね、と答えました。それで、

先ほどいろいろとやり取りをしていた学生が嬉しそうに

していましたので、君は今、学習意欲が自分の中にあり

ますかと尋ねたら、「今はすごく勉強したい気になってい

ます」。それはどうしてですかと聞いたら、「さきほどの

やりとりで、今まで気づかなかったことに気づけたから

です」と言うのです。

　あらためて思いました。知識をきちっと教えないとい

けないし、尋ねることもしないといけない。そして、自

分が気づけたと本人が思えるような経験も提供していか

ないといけない。そこが今の日本の初等中等教育、そし

て高等教育の抱えている、共通の課題ではないかと思

います。以上でございます。ありがとうございました。

髙橋　ありがとうございました。それでは最後に福田

部長お願いします。

福田　私、実はこちらに座っていますが、本来今日は

すごく勉強させて頂いた立場で、まとめのお話をする立

場ではないです。本当に勉強になりました。ありがとう

ございました。私は、原点に戻るというのが癖なのです

が、常々思うのは、大学の使命がなんなのかということ

なのです。アメリカのとある大学の副学長さんの言葉ら

しいですが、大学の使命は知をまわしていくことだ。ど

ういうことかというと、研究によって知を得て、その知

を教育によって伝える。教育によってその知を伝えられ

た学生たちが社会に出てその知を使うことで社会貢献を

する。教育、研究、社会貢献というのは三角形で知の

獲得からぐるーっと始まって社会に出たところはフィード

バックがかかってくる。これをぐるぐる回せることが、そ

れがプラスのスパイラルで回すことが大学の使命なのだ

と聞いて、なるほどと、常 そ々こに戻って考えるようにし

ています。これもまたアメリカの大学の学長の受け売り

なのですが、大学職員ですのでどちらかというとどうやっ

て大学を運営していくかトップマネジメントを支える立

場ではあるのですが、僕の前任校のボス。濱名先生は
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ご存知ですが、そのボスが外国に行った時に、大学運

営で何が一番大事なのか質問をしたみたいです。その

当時のことですから何かを得られると思って質問をした

みたいですが、出た答えが、Loぎe ＆ Paかかion Thaが'か 

all だったそうです。愛と情熱だけでいいのだと言われ

たと。そうやって原点に返っていくとそうなのかなと思い

まして。それで最近は Loぎe ＆ Paかかion Thaが'か all ばっ

かり言っているのですが、その気持ちがあるから学生を

支えたいし、伸びてほしいし、育つ環境を提供してあげ

たいし、主体性を持たせる環境は守ってあげたい。す

べてはそこにいくのではないかなと思います。大学の使

命と Loぎe ＆ Paかかion これだけがあればいいのかなと

個人的には思っています。すみません、まとまりないで

すがありがとうございました。

髙橋 シンポジストのみなさん、本当にありがとうご

ざいました。今の福田部長のお言葉である「Loぎe ＆

Paかかion. Thaが'か all」という言葉は、このシンポジウム

のまとめに正に相応しいのではないかと思います。今回

シンポジストの皆さん 3 人とも非常に魅力的だなと感じ

ました。主体的な学び、あるいは主体的な学ぶことに

関して主体的に語ることが出来る。主体的な言葉を持っ

ているということが非常に魅力的でした。その魅力的な

言葉を通じて皆さんの中に新しく獲得したもの、芽生え

てくるようなものがあればコーディネーターとしてとても

嬉しい限りです。

　それでは、フロアの皆さん、長時間にわたりご協力あ

りがとうございました。最後になりますがシンポジスト

の皆さんにもう一度拍手をお願いいたします。どうもあ

りがとうございました。
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学校法人濱名学院 理事長・関西国際大学 学長　　　濱名　篤
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京都市教育委員会 教育企画監　　　荒瀬　克己

主体的な学びを育てる仕組み 

 

１．中教審高等学校教育部会・高大接続特別部会で 

■「勉強しない」高校生 

■高校卒業までに身につけてお欠べき力とは何か 

 ○教育基本法第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通

教育を受けさせる義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において

自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な

資質を養うことを目的として行われるものとする。 

○学校教育法第三）条  小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必

要な程度において第二）一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

２ 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及

び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力その他の能力をは次欠み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、

特に意を用いなければならない。         中学校・高校においても準用  

○学校教育法第五）一条 高等学校における教育は，前条に規定する目的を実現する

ため， に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。  

一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて，豊かな人間性，

創造性及び健やかな身体を養い，国家及び社会の形成者として必要な資質を養う

こと。  

二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき，個性に応じて将来

の進路を決定させ，一般的な教養を高め，専門的な知識，技術及び技能を習得さ

せること。  

三 個性の確立に努めるとともに，社会について，広欠深い理解と健全な批判力を

養い，社会の発展に寄与する態度を養うこと。 

■京都市教育委員会・中高接続プロジェクト 

 

２．「人間は取り組みを通して成長する」 

■探究五箇条 

  ○知らないということを知れ 知りたい・思考錯誤・メタ認知・発見の感動  

  ○常識を学べ 考えるためのすそ を広げる・「巨人の肩」にのる  

  ○常識を疑え 多様な角度から見る・批判的思考力  

  ○手と頭を動かせ 具体的行動と思索・仮説検証  

  ○朋と愉しめ コミュニケーション・共有・協働  

■合格する生徒の特徴 

  ○自分自身の進学の目的を明確に持っている，持とうとする これをしたい  

  ○志をもって挑戦する こうありたい  

○弱点を把握して取り組む 課題設定・自己管理  

○授業の予習をする シミュレーション・計画性  
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○自分の思いや体験を言語（する 自己重外のコミュニケーション  

○自分のやりかたを見つけた，見つけようとする 個性・独創性  

■あえて負荷を与えること 

  ○必ずしも「安全・安心・簡単・手軽」でない学び・学校生活 

  ○「15 センチの段差」 

  ○「適度な貧乏」……的川泰宣 JAXA 名誉教授 

■体験と言葉，そして「評価」の大切さ 

  ○行動 特に知的活動 のインセンティブ 

  ○好奇心に火をつける 

  ○居場所とやりがい 

 

３．生意気であれ 

  ○「学校」は学びの場だ……学ぶものとしての謙虚さをもて 

  ○「学校」は小さな社会だ……大きな子どもでな欠，小さなおとなに 

  ○「学校」は楽しいところだ……自らが楽しさを創れ 

■学ぶ意味を考える／堀川高校シラバス ～すべては君の「知りたい」から始まる～ 

○健全な批判力を 

批判とは，誤りや 点を指摘するだけでな欠，物事に検討を加えて判定し評価すると

いう意味がある。角度を変えて見つめる。それらを吟味して，その対象がどういう意味

をもつのかについて考える。そして，その対象にどのように関わってい欠のかを自問自

答する。経験を ねて，そのような批判力を身につけよ。 

＜批判的思考力＞ 情報を観察し，分析し，論証し，最終的には 自分の意見を提示

する一連の思考技術 三森ゆりか・つ欠ば言語技術教育研究所長  

○メタ認知能力の向上を 

メタ認知とは，人間が自分自身を認識する場合において，自分の思考や行動そのもの

を対象として客観的に把握し認識すること 

アレクサンダー大王の「ゴルディアスの結び目」という逸話がある。彼は，「運命と

は伝説によってもたらされるものでな欠，自らの剣によって切り拓欠ものだ」と言って，

「結び目」を一刀両断のもとに切ったという。それは英雄の問題解決能力を示すものか

もしれないが，私たちの採るべき方法ではないように思う。 

複雑な問題に対応するときに有効な方法は，対象を要素に分解し，その一つ一つにつ

いて吟味し，全体の解決方法を探ること。自分がいま何をしているかを意識しながら。

使いやすい要素だけを選び取って，不都合な，あるいは面倒な要素を捨てたり排除した

りするといった思考の単純（をしてはならない。  

○疑問を大切に  

「知りたい」という思いを抱き続けよ。答えは容易に野ない。答えと思ったことが，

新たな疑問や悩みの始まりになるかもしれない。学ぶということは，それを繰り返すこ

と。そうすることによって成長してい欠。思索し，行動し，自立する，ひとりの人間と

して，よりよ欠生きてい欠ことを期待する。 
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高知工科大学 総務部長　　　福田　直史
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