2010年2月13日土曜日
13:00 〜 18:00

お茶の水女子大学
文教育学部1号館1階

第一会議室

参加費 無料（どなたでも参加できます）
参加申込先 下記まで（先着順受付）
定員になり次第、締め切り

九州大学
21世紀プログラムは何を
もたらしたか
─新しい
教育理念の実践・成果・
課題
高等教育開発推進センター
副島雄児教授

北海道大学
北海道大学における教育の
質保証の総合的取り組み─
成績公表・GPA制度・CAP
制の運用がもたらしたこと

高等教育機能開発総合センター
安藤厚教授

京都大学
若手研究者がネットワーキ
ングすることで新たなFD
には何が展望できるか

お茶の水女子大学
カラーコードベンチマーク
と機能するGPAがもたら
す質保証の進化とはなにか

高等教育研究開発推進センター
半澤礼之助教・ 田口真奈准教授

教育開発センター
半田智久教授

大学教育・学生支援推進事業: 大学教育推進プログラム 採択事業

多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援 公開シンポジウム

教育の質保証

お茶の水女子大学

̶

4つの大学の取組から

教育開発センター 〒112-8610 文京区大塚2-1-1

tel. 03-5978-5764 handa.motohisa@ocha.ac.jp

お茶の水女子大学

文部科学省 平成21〜23年度大学教育推進プログラム採択事業

多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援 公開シンポジウム

教育の質保証
日時
会場

―

2010年2月13日土曜日
お茶の水女子大学

4つの大学の取組から

13:00 〜 18:00

文教育学部1号館1階

第一会議室

プ ロ グ ラ ム
12:00 開場
13:00〜13:10 ご挨拶 （お茶の水女子大学理事・教育機構長 耳塚寛明）
13:10〜14:00 ① 21世紀プログラムは何をもたらしたか −新しい教育理念の実践・成果・課題−
九州大学 高等教育開発推進センター 副島雄児教授

どこの学部に属しているか知らない状態で、全学部の科目履修を可能にする21世紀プログラム履修
という制度がスタートして10年。この九州大学の斬新な取組の成果はどのようにみえてきたか。同
プログラムの推進にあたってきた副島教授が語ります。

14:00〜14:50 ② 若手研究者がネットワーキングすることで新たなFDには何が展望できるか
京都大学 高等教育研究開発推進センター 半澤礼之助教・田口真奈准教授

ひとつの大学の枠内にとどまらず、地域、国内、国際とさまざまなゾーンでのネットワーキングを介
してファカルティ・デベロップメントの課題に取り組んでいこうとしている新たなFD実践の姿につい
て、関東圏での同拠点形成の呼びかけも兼ねてフレッシュな話題が提供されます。

14:50〜15:00 ブレイクタイム
15:00〜15:50 ③ 北海道大学における教育の質保証の総合的取り組み─成績公表・GPA制度・CAP制の
運用がもたらしたこと─
北海道大学 高等教育機能開発総合センター 安藤 厚教授

12学部を擁する大規模研究大学にあって、早い時期からGPA制度やCAP制を導入し、成績公表など
にも積極的に取り組んできた北大。強力なトップダウンによる教育改革の成果はいかなるものか、そ
の改革の最前線に立ってきた安藤教授が語ります。

15:50〜16:40 ④ カラーコードベンチマークと機能するGPAがもたらす質保証の進化とはなにか
お茶の水女子大学 教育開発センター 半田智久教授

21世紀型リベラルアーツ科目群に加え、あらたに導入予定の複数プログラム選択履修制度によって、
再び新次元での学士課程教育を構築するお茶の水女子大学。教育の質保証という課題を引き受け、
それに対応すべく導入するカラーコードBMとファンクショナルGPAは何をもたらすのだろうか。

16:40〜16:50

ブレイクタイム

16:50〜17:50 ⑤ パネルディスカッション
シンポジアストをバネラーとするディスカッションと参加者からの質疑応答、やりとりをおこない
この日のテーマについて理解を深めます。

17:50〜18:00 閉会挨拶（お茶の水女子大学理事・教育機構長 耳塚寛明）

お茶の水女子大学 教育開発センター 〒112-8610 文京区大塚2-1-1 handa.motohisa@ocha.ac.jp

http://www.cf.ocha.ac.jp/crde/

文部科学省 平成21〜23年度大学教育推進プログラム採択事業

多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援 公開シンポジウム

教育の質保証

―

4つの大学の取組から

日時 2010年2月13日（土曜日）
場所 お茶の水女子大学 文教育学部1号館1階

石田

予定の時間が参りました。シンポジ

ウムを開催いたしたく思います。本日は,お足
元の悪いなか（当日は雪のちらつく寒い一日
であった）、またなかにはそうとうに遠いな
か（北は北海道から、南は鹿児島までに広が
る60名（本学教職員以外）のご参加であっ
た）ご来場くださいまして誠にありがとうご
ざいました。

第一会議室

て開くものでございます。
みなさんの大学とは違いましてわたしども
の大学では、これまでいわゆるGPの系列の
事業はまったく通らなかったわけではありま
せんが、落ちている企画のほうが多かったの
ですけれども、本年度は幸いにこのテーマで
採択をされました。のちほど、わたしどもの
教育開発センターの半田教授から報告がある

この公開シンポジウムは文部科学省の平成

と思いますが、カリキュラム、それから成績

21年度大学教育支援プログラムに採択されま

評価、学修支援体制という、この３つの領域

した本学の「多次元的な学士力養成を担う総

をカバーし、融合した新しい取り組みにこれ

合的学修支援」事業の一環として開催いたす

から取りかかろうとしているところでござい

ものです。

ます。

わたしは本日司会・進行を務めさせていた

本日はとくに「教育の質保証」と題しまし

だきます、お茶の水女子大学教育開発セン

て九州大学、京都大学、 北海道大学、 3大学

ターの石田千晃と申します。どうぞよろしく

から報告者をお招きし、わたしどもお茶の水

お願いいたします。

女子大学と合わせまして4大学の取り組み事

まず開会のご挨拶といたしまして本学理
事、教育機構長・耳塚寛明教授がご挨拶申し

例を参考にしながら教育の質保証をテーマに
議論をしたいと考えております。

あげます。
耳塚

こんにちは。お茶の水女子大学の教

育機構長をしております耳塚でございます。
今日は、このような天候の中、わたしどもの
開催いたしますシンポジウムにお越しいただ
き感謝を申し上げます。このシンポジウムは
「多次元的な学士力養成を担う総合的な学修
支援」という題目で、本年度の大学教育推進
プログラムに採択されました事業の一環とし

この種のシンポジウムといたしましては１
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21世紀プログラムは何をもたらしたか

本あたりの報告時間を50分と、たっぷりとっ
てございます。さらに参加者の数をお申し込

21世紀プログラムは何をもたらしたか

み先着順で絞らせていただきました。この部

ー新しい教育理念の実践・成果・課題ー

屋で対面形式で議論できるぎりぎりのところ
かと思いますけれども、これはいずれもじっ
くりと密度の高い議論、意見交換が可能にな
ればという配慮でございます。
幸いご参加申し込みがたいへんに多く、
あっという間に定員に達したと聞いておりま
す。この時期に実施するシンポジウムである
ことも考えますと、みなさんの関心がたいへ
ん強いテーマだった、と感じているところで

副島

ただいま紹介にあずかりました九州

大学高等教育開発推進センターの副島と申し
ます。耳塚先生、半田先生、お招きいただき
まして本当にありがとうございました。それ
からこんなにたくさんの方々にご関心をお持
ちいただきまして誠にありがとうございま

ございます。また、参加申し込み状況から見
ます限り、報告が開始される前から成功が約
束されたシンポジウムではないか、と思って
いるところでございます。わたしどもの大学
も、今日のシンポジウムから多くのことを学
びたいと考えております。どうぞご参加され
た方々にとっても実り多いシンポジウムとな
りますように期待をしております。
一言ご挨拶を申し上げました。ありがとう
ございました。

す。
きょうは九州大学の21世紀プログラムにつ

石田

それではさっそくではございますが、

最初の発表に入らせていただきたいと思いま
す。最初にご発表いただきますのは九州大学
高等教育開発推進センターの副島雄児教授で
ございます。題目は「21世紀プログラムは何
をもたらしたかー新しい教育理念の実践・成
果・課題ー」です。どうぞよろしくお願いい
たします。

いてご報告をさせていただきたいと思いま
す。セミナーのタイトルを「21世紀のプログ
ラムは何をもたらしたかー新しい教育理念の
実践・成果・課題−」とさせていただきまし
たけれども、今日のお話は、この21世紀プロ
グラムとは何かというのをごく簡単にご説明
しました後、それをどのように、10年目にな
るのですけれども、どのように実践してきた
かということ、またこの10年間走り続けてき
ましたけれども、ようやくいろいろな成果も
出始めていますので、どういうことが起こっ
てきたかということ、いろいろな課題もやれ
ばやるほど出てくるわけですので、私が思っ
ているようなところ、今後の課題かなという
ところをご紹介して、皆様にもいろいろアド
バイスいただければと思っております。よろ
しくお願いいたします。

2

2

21世紀プログラムでは「専門性の高いゼネ
ラリスト」を養成する学部横断型教育プログ
ラムというタイトルをつけております。この
意味を最初に簡単にご説明したいと思いま
す。九州大学21世紀プログラムはどんな規模
でどういう状況のものかを最初にご紹介し
て、こういう規模の学生集団についてお話す
るということでデータを示しています。上の
方から見ますと、2001年に第一期生の入学
を迎えまして、現在一番下の第10期生の合格
発表が済んで、ただいま入学手続きをおこ
なっているところです。実際には、現在在学
生としては第９期生が一年生で在籍というこ
とになります。次の列に募集人員というのが
ありますけれども、18から21、26と変遷し

全部をご紹介できないと思います。各ページ
番号のところにピンク色の星マークがついて
いると思いますが、今日のお話では、その星
マークのついたスライドを紹介させていただ
いて、時間的制約もありますのである程度的
を絞ってご説明させていただきます。星マー
クのついていないのもレジュメの方には載せ
ていますので、よろしかったら、後ほど詳し
く見られてご参考にされて下さい。
それではまず、ごく簡単に話を始めていき
ますけれども、九州大学の21世紀プログラム
の理念についてお話しします。経緯、理念に
ついて、最初に経緯をごく簡単にご説明した
いと思います。年表のようになっていますけ
れども、1994年教養学部の廃止というのを

ています。現在1学年あたり26名の募集を
行っています。これは九州大学の全学生の1%
未満です。合格者は各年度20人から30人ぐら
いでして、これまでに第9期生までの合格者

受けまして、その頃から実は大学は学部ご
と、あるいはその中で学科ごとの枠が設けら
れまして、どちらかというと、その壁は厚い
なという気がしています。その用意された枠

の合計は225名となります。実際入学しまし
たのが223名ということになります。これら
の学生を21世紀プログラムと呼んでおりまし
て、この規模の集団に対するお話を今から進
めていくということで、決して大きな集団で
はなく、ごく限られた少人数の集団というこ
とになります。
皆様のお手元の方にパワーポイントのレ
ジュメを配布させていただいております。相
当の数ありますけれども、（時間の関係で）
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21世紀プログラムは何をもたらしたか

のなかに高校生たちが入り口を求めてやって

リストであって欲しいということです。視野

くるというタイプがこれまでの大学への入り

をもっと広げ、いろいろな分野を勉強して、

口でした。ですが、九州大学では、そういう

その中から自分がこれを専門にしようと言え

枠にはまり込んでくる大学の教育のあり方で

るというような道筋を立てていって欲しいと

はなくて、もう少し学生が広い視野を持っ

いうことで「専門性の高いゼネラリスト」と

て、自分が専門としたいものは何かというも

いう言葉を使っています。その中身をもう少

のを、むしろ大学の中ででも探せるような大

し説明しますと、1つは「創造を引き出す知

学の教育のあり方を模索できないかという話

識と基礎的な知識」ということになります。

が1994から5年くらいにかけて起こったと言

以前は大学に入ってきて教養部で教養課程に

うことです。九州大学としては自由学際学部

進んでいた訳ですが、教養課程というのは大

という新しい学部が発足できないかというこ

学に入ってきた真新しい学生には、高校で

とを検討しています。2000年になりまして、

習ったようなことをまた大学でもやるのかと

文科省との協議を行ったのですが、もちろん

いう印象を持たれていました。早く専門を勉

皆さんご承知のように、この時代、新しい学

強したいのに、というような声も多々聞かれ

部を作るということは非常に困難でありまし

た時代もあったと思います。しかし、21世紀

て、それは無理だという話になったと言うこ

プログラムでは、むしろこの最初の教養的な

とです。そこで、九州大学としては、それで

学びを、徹底的にもっとちゃんとやっていき

もこの新しい試みをなんとか九州大学の教育

ましょうということを目標にしたわけです。

のなかに取り込んでいきたいということで、

きちんとした教養を持っていることに基づい

学部というものを作るのではなくて、学生を

て、自分の専門性を探し出していく4年間の

あるプログラムと呼ばれる新しい教育のやり

課程にしたいということです。それからもう

方の中で教育していこうということで、後ほ

1つは「外に開かれた知識」ということで

どご説明しますけれども、各学部単位から学

す。教養や知識を習っただけで終わるのでは

籍を1名ずつ取り出してきました。スタート

なく、目標は知識を得ることではなくて、む

は20名だったのですけれども、20名の枠の

しろ、それを使うことが目標であることを強

中で「21世紀プログラム」と名付けた新しい

く意識するような学生たちを育てたい、実践

プログラム形式の教育をやって行くことにし

的に知識を使って自分の道を切り開いていく

ました。プログラムというのは、学部ではな

ような活動・行動力を持たせたいということ

いという意味で使わせていただいておりま

です。こういうものを実践するためにはこれ

す。新しいプログラム、教育課程を実践して

まで学部が縦割りになっていた考え方を改

いくということで、2001年に21世紀プログ

め、学生が学部を自由に横断して、自分の関

ラムをスタートさせたと言うことになりま

心に基づいて大学の教育を受けることができ

す。2001年4月第1期生20名の入学を受け入

るようなプログラムにしたいと言うことで

れています。それからスタートし始めまし

す。学部横断的なプログラムを理念として、

て、2005年3月には第1期生の卒業を迎え、

また実践していきたいということで、21世紀

今度2010年4月からは第10期生が入学してく

プログラムが10年前に始まった展開になりま

るという段階に入っています。理念としまし

す。

ては、言葉で書きますと、「専門性の高いゼ
ネラリスト」。専門性を求めるのが今までの
大学だったのですが、専門性はもちろん大学
教育の中で求めていきますけれども、ゼネラ
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実際どういうものか、いくつか資料をお見
せしたいと思います。先ほど募集人員は現在
26名と紹介しましたが、実際は18名から始
まっています。ここに、文学部、教育学部、

4

法学部、それから経済2学科、などと書いて
いますけれども、これは一般入試の募集枠で
す。文学部の一般入試、それから教育学部は
教育学部で一つの一般入試をやっておりまし
て、経済学部は経済学科と、もう一つ経済工
学科の2学科ありますので、それぞれに一般
入試を実施していますので、そこから2名定
員を出す仕組みです。それから理学部5学科
などなど。このように一般入試の枠組みか
ら、1名の学生定員を21世紀プログラム課程
に割り当て、2001年、2002年は18名でした
けれども、2003年からは医学部保健学科が
九州大学のなかに3学科できあがったので21
名に、それから、2004年からは、前九州芸
術工科大学と九州大学が統合しまして芸術工
学部5学科が入ってきたために現在26名に
なっています。したがって、学生はどこかの
学部に所属した本籍を持つことになります。
学生は入学時に機械的に自分の所属学部が割
り当てられることになりますが、下に書いて
いますように、現住所と言う言葉で表してい
ますように、実際には、ある学生がどこの学
部の学籍を持っているかは、機械的には決
まっているだけで、学生本人にとってはまっ
たく関係のないことです。要は21世紀プログ
ラム26名のプログラムの中で教育活動を行っ
ていく、学生はこの中で修学活動を行ってい
くことになります。6年制の医学部、歯学部
は、4年制の学士教育に定員を出せませんの
で定員を拠出していませんが、医学部、歯学
部、薬学部を含め、九州大学のすべての学部

が教育に携わる形になっています。
今度は実際どのような教育をおこなうか、
あるいは学生の立場から言いますと、どのよ
うに修学活動を行っているのかについて、そ
の一端をご紹介したいと思います。先ほど申
しましたように、図で概念を説明しますと、
左側が従来の大学入学への道になります。下
の方から上へと上がっていきますが、高校に
入ってすぐに文系、理系を決めて、どこの大
学の何学部に入学するのだということで、一
生懸命勉強して大学に入って、あとは専門
コースをずっと走って卒業になるとパターン
を描いています。これに対して、上図のよう
に21世紀プログラムが期待していることは、
高校のときに文系、理系にこだわらずに自分
の本当にやりたいことを一生懸命やってみま
せんかと言うことです。そのようなやり方で
も大学に入れる、21世紀プログラムと言うプ
ログラムを作っています、という形になるか
と思います。それで、大学入ってきたらしっ
かりといろいろな教養課程を、全学教育科目
と呼んでいますけれども、いろいろな勉強を
して、その中で自分が目指すのに値すると思
うものを絞っていってください、と言うこと
です。大学に入った後、自らが踏み出して行
くこと、そこで段々と自分の力で出口を絞っ
ていくタイプの勉強をして欲しいと言うこと
です。できれば、「専門性の高いゼネラリス
ト」と呼んでいますので、その後は、ぜひと
も大学院に進んで専門性を身につける、自分
が獲得した専門性を大学院で実現してくださ
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い、という形になります。それで、21世紀プ
ログラムでは、必修科目の中にチュートリア
ル科目を設定しています。自分で考え、自分
で実行しなさいといっても、バーンと放り出
されて路頭に迷うケースも想定されますの
で、チュートリアル制度を導入しています。
1人の教員が新入生3、4人を担当して、日常
的ないろいろなこと、修学指導、生活指導も
含めて、学生を遠巻きに支援するシステムを
とっています。チューター教員には、学生が
卒業するまで担当していただいて、卒業まで
一緒に走ってもらう形にしています。いろい
ろなことに関心を持つままに勉強しなさいと
言っても、学生によっては発散的になる可能
性がありますので、基礎体力というイメージ
で、1本背骨を通しおくべきと言うことにな
ります。この図の左下に描いているのは、21
世紀プログラムの独自科目と呼んでいる科目
群です。21世紀プログラムの学生は、必ずこ
れを履修しなければなりません。先ほど申し
ましたチュートリアルもその一つです。1年
生に課している課題掲示科目は、現代の課題
に第一線で活躍しておられる方を、なるべく
外から非常勤講師として願い、いろいろな
テーマ（課題・問題）について、いろいろな
視点で眺めていくことを目指しています。課
題提示科目は、4科目8単位を1年生のときに
受講します。それから、プログラムゼミと呼
んでいますが、1・2年生を混合して3分割ク
ラス分けした低年次のプログラムゼミナー
ル、3・4年生を混合して2分割のクラス分け

英語以外に、21世紀プログラムでは、さらに
4科目の英語を履修しなければなりません。
活用できる英語を身につけて欲しいというこ
とで外国人教員が担当しています。それか
ら、九州大学が提供する全学教育科目は九州
大学のすべての学生が取得しなければなりま
せんので、21世紀プログラム学生も、もちろ
んそれを履修しなければなりません。卒業ま
で124単位が必要です。必修として履修する
科目の、残り最低36単位、ここが21世紀プ
ログラムの特徴なのですけれども、自分の学
びたい専門性を学びなさいと言うことで、九
州大学のどこで講義を受けても良いことに
なっています。これが専攻テーマの決定に関
わる重要な修学活動になってきます。つま
り、21世紀プログラムで1本背骨を通してお
く、その周りの肉付けを自分の力、あるいは
自分の考えでやっていきなさいと言うことで
す。大学からの出口を自分の力で見つけ出し
てください、という教育を実践しているとこ

をした高年次のプログラムゼミがあり、ゼミ
を4年間通して学年混合で実施します。
たとえば、低年次のプログラムゼミ、これ
は1年生・2年生が混ざって20名ほどのグルー
プになっていますが、1年生にとっては「2年
生から非常に強い刺激を受ける」と、2年生
は「1年生の前で恥をかけない」というよう
な効果も得られるようです。それぞれ学生た
ちのプライドがぶつかるような場所にもなっ
ています。それから、全学科目で定められた
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ろです。一例としまして、課題掲示科目では

ます。学部で決められた授業を受けて、合格

過去にどのようなテーマを扱っているか参考

して、卒業までたどり着くスタイルでなく

までに挙げました。毎年4つのテーマで、前

て、大学の中で自分が何を勉強しないといけ

期2つ、後期2つというように、土曜日の集中

ないのかを自分で探す力、そういう物に関連

講義で実施しています。平日はなるべくいろ

して積極的に学びたい意欲や能力を持ってい

いろな学部・学科の講義を受けることができ

て欲しいと言うことです。それから、先ほど

るように、21世紀プログラムの講義はなるべ

英語科目が4単位多いと言いましたけれど

く土曜日の集中講義でやろうと言うことで

も、語学力を身につけようとする意欲、語学

す。21世紀プログラムでは土曜日の集中講義

力をしっかり身につけて、日本国内だけでな

が入りますので、学生の土曜日はほとんど潰

く世界に飛び出して行って欲しいと言うこと

れてしまいますし、実は私も潰しているので

を期待しています。こういう学生を求めてい

すけれども、そのような状況でやっていま

ますと言うのを募集要項に詳しく書いていま

す。

す。それで、実際はそういう選抜になるかを
抜粋して簡単にご紹介します。願書受付を9

このような理念で、このように教育を実践
するためには、それに見合った選抜をやらな
いといけないことになります。21世紀プログ
ラムのスタート時には、この理念を実現でき
るきちんとした選抜の方法が考えられていま
す。どのような選抜をしているのかをごく簡
単にご紹介したいと思います。先ほども申し
ましたように、私たちが新しい理念に基づく
教育をやりたいと言うことで、それじゃあ、
どのような学生を求めているのかと言うこと
になりますが、「問題発見とその解決を目指
す自主性を持ち、そのために自主的に勉強す
る学生」につながります。自分で問題を発見
し、その解決を自分で探っていく、そして大
学４年間の課程をこのプログラムでこなして
いく。一つは文系・理系にこだわらず幅広く
学びたいという学問的関心を持っていて欲し
いと言うことです。それから政治、社会、歴
史、文化、自然に対する一定以上の教養を
しっかりと身につけて欲しい。卒業するため
には、「やらないといけないからやる」と言
うことではなくて、自分の基礎体力になると
思って、教養科目をしっかり学んで欲しいと
言うことです。それから、学問を積極的に学
びたいという意欲や能力を持っていて欲し
い、実際に、これがないと21世紀プログラム
では、たぶん卒業までたどりつかないと思い

月下旬頃におこなっています。願書は調査
書、志望理由書、活動報告書を提出していた
だくことになります。一次選抜では書類審査
を行い、一次選抜の合格者は二次選抜に臨み
ます。最終的には26名程度が合格になりま
す。二次選抜ではできるだけ多くの人材に来
てほしいと言うことで、一次選抜では80名ぐ
らいが残るやり方をとっています。そこで一
次選抜を通過した80名の方には、11月上旬
の土曜、日曜に実施する第二次選抜を一泊二
日で受験していただきます。一日目は一時間
程度の講義を聴いて、そのあと一時間ほどで
レポートを書きます。この講義を朝から夕方
まで三科目おこなっています。2日目は午前
中に、受験生は前日に受けた3つの講義のな
かから2つを選択して、80名を5つのグループ
ぐらいに分けて受験生同士の討論を行いま
す。前日の講義に対して、受験生たちが、自
分の意見や人の考えを聞くという討論形式の
受験をやります。それが終わりましたら、午
後は夕方まで270分ほどありますけれども、
講義の一つを選択してそれに基づいた小論文
を作成してもらうと言うことになります。小
論文を書いている間に、1名ずつ約15分の面
接を受けることになっています。このような
選抜をやっておりまして、合格発表は11月下
旬になります。今年度、第10期生はすでに合
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す。どうして圧倒的に女性が多いのですか
と、よくご質問受けます。それから合格者数
の高校成績ABCを示していますが、これもち
ろん絶対的なものではなく、高校によって相
対的なものなのです。しかし、決してAだけ
が合格しているわけではないことが分かりま
す。参考までに合格者の出身校の地域表示で
す。圧倒的に、やはり福岡を含んで九州がま
だまだ多くて、九州以外の地域からはごくわ
ずかな状況になっています。九州大学にしか
格を発表しています。このような方法の選抜
で何をやっているかと言いますと、変な例え
になるかもしれませんが、従来の大学の入試

ない21世紀プログラムと言いたいところなの
ですが、全国区には及んでいないと言うのが
これで見て取れると思います。

が、いかに詰め込んだ知識を大量に吐き出す
かというのに対して、21世紀プログラムで
は、そのようなことではなくて、21世紀プロ
グラムに入ってきて、果たして自分の力で大
学を卒業できますかと言うことを、入試で確
かめたいということです。この選抜の過程そ
のものが、大学に入学後の修学の課程そのも
のであると考えています。このように、自分
の強い関心、それから強い知識力とか、そう
いうものをここで発揮できるかを見てみたい
と考えています。このような方針で選抜を進
めていきたと言えます。この選抜方法の評価
については、いろいろデータを見てみないと
いけないのですけれども、ここに過去の受験
データを挙げておきました。横軸は年度で
2001年から2010年まで示しています。縦軸
は人数と倍率になっています。志願者数の推

このような状況ですが、では実際学生たち
が選抜を通ってきまして、どのような修学を
おこなっているかを紹介します。21世紀プロ
グラムの学生たちは自分たちの所属、帰属先
が無いのです。「私は文学部です」「私は農
学部です」と普通の学生なら言うところなの
ですが、21世紀プログラムの学生は、私は
21世紀プログラムですといったところで、そ
れ何?と問い返されるだけです。ということ
で帰属意識がないという場合もありまして、
実は普通は大学3年生、4年生になってきます
と、ゼミに参加したり、卒業研究を始めて自
分の居場所ができあがってくるのですけれど
も、21世紀プログラムにはそれがない場合も
起こります。そこで2001年スタートしたと同
時に、21世紀プログラムの学生たちが専用に

移としてこのグラフのようになっています。
志願者数は年によってばらつきがあり、最近
やや落ちているのが気になりますけれども、
割とばらついていまして、したがって倍率も
割とばらついています。それから募集人員、
18からスタートとして現在26です。黄色で示
した合格者は20人から30人の間で、だいたい
26を目標に合格者を決めています。手元の資
料には志願者のデータも載せていますのでご
参考ください。合格者の男女比率が右上で
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使っていいという施設が作られました。現在

は、すべての学部学生が受講しないといけな

は昨年の4月からご存知の方もおられると思

い全学教育学科目と、あとは21世紀プログラ

いますが、九州大学は新しいキャンパス、福

ムの先ほど説明しました独自科目を履修して

岡市の西の端っこなのですが、新しいキャン

います。だいたい2年生前期までに全学教育

パスに移動しまして、21世紀プログラムの機

学科目の履修はほぼ完了しています。2年生

能はほとんどこのキャンパスに本拠地を置い

になってきますと、空き時間もかなり増えて

ています。本拠地は伊都キャンパスのセン

いますので、今度は自分の関心に基づいて自

ターゾーンに移しました。この写真の右の建

分の勉強したいことを探していくステップに

物です、2階に21世紀プログラム専用のコー

入ります。この学生の場合、2年生からは、

ナーを作っていただきまして、スクエア21と

この色で見ますと、文学部とか教育学部の方

呼びましょうと学生たちと決めました。ここ

に授業を受けにいっています。文系、理系と

に講義室、それからセミナー室が2つ、学習

いう言い方はあまり良くないかもしれません

室 が 1 つ、 そ れ か ら 事 務 室 も 兼 ねて い ま す

が、どちらかというと文系寄りの勉強をス

チュートリアル室を準備していただいていま

タートさせていると言うことです。2年生の

す。21世紀プログラムの学生たちは、ここを

後期でも教育学部の講義を受けていますが、

ほとんど主要な拠点として活動しています。

これは本人に聞いてみないとわからないので

一方、箱崎キャンパスには2001年当初から

すが、なぜか青色で示した薬学部でも勉強し

21世紀交流プラザというのを準備していただ

ています。それで、これは私の想像になりま

いておりまして、そこには21世紀プログラム

すけれども、2年生では教育中心で文系に行

専用の学生控え室を作っていただいていま

こうか、それともやってみたい理系に行こう

す。ほんの一例ですが、どういう修学をして

か迷っていたのではないかと思います。文系

いるのかを紹介します。卒業まで待たないと

の方向に行くなら教育学部辺り、それから理

データが出ませんのでやや古いデータになっ

系の方に行くならば薬学を志していたのでは

てしまいますけれども、ある一つの例として

ないかなと思います。それで第5学期、3年生

ある学生の修学歴を追ったのがこの図になり

になるときにはもう完全に薬学部に行ってお

ます。横軸は、第1学期、第2学期、これで1

りまして、最終的には卒業研究を薬学部の先

年生です、第3学期、第4学期、これで2年生

生に指導をお願いして卒業研究をおこなった

です、を表しています。縦軸が学部、どうい

と言うことになります。この子は静岡の方の

う学部でどれくらいの単位を取得しているか

研究所大学院に進み、博士課程3年生になる

を表しています。図のように、一年生のとき

ところです。

はほとんどが全学教育科目です。この学生
卒業研究はどんなふうに行っているかを紹
介します。だいたい2年生、3年生の頃に自分
が進むべき、関心を持つべき専門分野を定め
ます。それで自分でこれというテーマを卒業
研究として設定し、それを指導してくださる
先生も自分で見つけてくることになっていま
す。「私は先生のところでこの卒論テーマで
卒業研究したいと思いますので指導してくだ
さい。」と自分で交渉しにいくわけなので
す。たいていの先生はテーマがよっぽど自分
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の専門と外れてなければ、だいたい引き受け

ようになるのですか？」という質問には、ま

て い た だ い て お り ま して 、 「 あ ぁ 、 い い

だ数が少なくてなかなか「こうです」とお答

よ。」とお返事いただいています。学生がそ

えできなかったのですが、もう6年の蓄積が

うやって約束をとりつけますと、一応学生を

できて「だいたいこういうふうになっていま

指導しましょうと約束してくださった先生に

す」というのをお見せできるようになったと

は、それぞれサインをいただいて書類を一枚

ころです。この円グラフは、右上から九大の

出していただきます。その書類を私が受け取

大学院に進学した者、それから他大学の大学

りまして、21世紀プログラム専門委員会と呼

院進学、それから中央がいわゆる官公庁への

ぶ全学の会議を通して、21世紀プログラム専

就職です、それから左の方が一般の企業を描

門委員会の方から引き受けていただいた先生

いています。これで見ますと、最初のところ

が所属する研究院（九大では教員の所属を研

で専門性は大学院でやって欲しいというのが

究院と呼んでいます）の研究院長に、この先

21世紀プログラムだと申しましたが、大学院

生が21世紀プログラムの学生の卒業研究を指

進学率が現時点で47.3％、実はこれは一昨年

導しますのでよろしくお願いいたします、と

までは53％だったのですが、最近就職の方が

いう書類を出して正式に指導をお願いする形

やや多くて第6期生の卒業のデータまで含め

をとっています。こうやって1期生から今年度

て計算しましたら47.3％になりました。この

6期生はこの3月の卒業です。あくまでもまだ

不況のおり、就職を重視する学生が増えてい

予定になってしまいますが、一応最新のデー

るせいかもしれませんが、このようなデータ

タをお見せしたいと思いまして第6期生まで

になっています。どちらかといいますと、九

含めています。これまでの卒業研究委託の学

州大学の理系学部では大学院進学率80％、文

部を見てみますと、左から文・教・法・経と

系学部で30％程度であることを考え、また卒

並んでいまして、その後、医・理・薬・工と

業研究はどちらかと言うと文系の方が過半数

並べていますが、ご覧いただくと、どうも文

である重みを考慮しますと、大学院進学率

系寄り、文系にかなり多いことがわかりま

47.3％は、そう悪くはないかなという気がし

す。しかし文系だけではなくて、理系で卒業

ます。たとえば、今度卒業する者の進路を赤

研究をする学生もいることを見ていただけれ

い字で参考に挙げていま。九大外では早稲田

ばと思います。

大学、名古屋大学、京都大学、あとは、

これから6期生が卒業しますので、6年分の
データがいろいろ蓄積してきました。これま
で「21世紀プログラム学生は卒業したらどの

10

ニュージーランドのワイカト大学、ドイツの
ミュンヘン大学を志して今奨学金の手続きを
して受験体制を整えている学生もいます。就
職に関しては今年度ですと、参議院人事局、

10

裁判所、外務省リトアニア大使館（これはこ
の3月の半ばには現地へ行かないといけない
とのことですが）、そういう子がいまして、
宮崎市役所という子もいます。一般企業です
と、福岡放送、三菱重工業、竹中工務店、異
色なところでタレント事務所に所属し、デ
ビューを志している子もいます。こういう形
で様々ではありますけれども、データが蓄積
してきています。以上のように、だいたい就
職とか進学の割合と内容が見て取れると思い
ます。

21世紀プログラムの学生にお会いしていただ
きたいと思います。21世紀プログラムと言う
のは器の名前でありまして、そこに何が入っ
ているのかを見ていただかないと、その中身
はわからないと思います。学生たちは、自分
たちの帰属している場所はここと言える帰属
意識がないので、実は必死です。自分たちは
何者かと言うのを自分たちに問いかけ、それ
から人にも話しかけたいと言うことで、原動
力がそこにあると思います。実にいろいろな

それから留学、語学研修の状況です。21世
紀プログラムでは、外に出ていって活躍しな
さいと言っています。外というのは大学の外
であり、日本の外でもあると言うことを謳っ
ていますので、21世紀プログラムでは、可能
な限り留学することを推進しています。現在
までのところ、1期生から現在在籍します9期
生まで、来年度渡航の予定も含みますけれど
も、こういう状況になっています。年度内で
10名を超えることは珍しいのですが、5名か
ら10名ほどは毎学年、ですから1/3程度は必
ず留学を経験しているという状況になってい
ます。行き先も様々です。

活動をやっています。九州大学のホームペー
ジ開いていただくと、21世紀プログラムの
ホームページがもちろん出ますけれども、こ
れはすべて学生が制作して管理・運営を行っ
ています。私どもはほとんど手を出していま
せん。事実関係にミスがないかは確認してい
ますけれども、学生に管理・運営を任せてい
ます。それから、いろいろな広報紙を作って
外に自分たちが何者であるかをアピールした
い、という意欲も非常に強くて、このような
こともやっています。そういういろいろな活
動を外でもやっていて、ある朝新聞を開いて
みますと「え、なんでこの学生が新聞に載っ
ているの」というようなことも時々ありま
す。あるいは、自分たちを紹介するDVDのビ

さて、21世紀プログラムではどういう効果

デオを作ったりしています。学生たちがどん

が得られてきたのか、が一番大事なところで

なことをやっているのか、これは今年、昨年

す。 最 初 に 、 1 つ は 学 生 が 持 って い る 自 主

の夏の21世紀プログラムのオープンキャンパ

性、積極性です。もし「21世紀プログラムっ

スで私も始めて見た映像なのですけれども、

てどんなところですか？」を知りたいと言わ

オープンキャンパスですので21世紀プログラ

れる方は、ぜひ九州大学に来ていただいて、

ムを志望する高校生がやってくるわけなので
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すが、21世紀プログラムとは何かをわかりや
すく説明したいということで、いつの間にか
このような物を作って、当日上映しておりま
した。（2〜3分、最初の部分を紹介します。
ご覧ください。）こういう活動を学生たちは
ものすごく積極的にやってくれています。
それで波及効果にはどのようなものがある
か、いろいろ考えられますけれども、一つ
は、学生の意識の向上です。自分が何を学ぶ
べきか、というのを常に自分で考えて講義に
参加しています。ときどき講義担当の先生か

絞って大学へそのまままっすぐ進むのです

ら、21世紀プログラムの学生がいるとすごく

が、今度は一般の学部の学生にも、21世紀プ

積極的に参加してくれて、講義の教室の雰囲

ログラムタイプの意識を持っていただいて

気が積極的になってたいへん助かる、と言う

自、分の専門外のところも学べるようなシス

ようなことを仰ってくださいます。それか

テム、あるまとまった単位数18単位をとれば

ら、学生の内外での活動が大学の活性化につ

「チャレンジ21修了証」を認定しますという

ながっています。先ほど突然新聞に出てびっ

システムをスタートさせました。現在、広報

くりしたと言う話もしましたけれども、そう

活動が遅くなりあまり周知されていないので

いうことにつながっています。それからもう

すが、2年生に一人チャレンジ21に挑戦して

一つ大事なのは、学部教育の改革にすぐに直

いる文学部の学生がいます。一般学生には、

結するわけではありませんが、教育システム

チャレンジ21を活用して、専門だけでなくて

の改革、つまり「こういうところが問題」、

他の分野にも幅を広げて欲しいと言うことで

「こうだったらいいなあ」というようなこと

す。それから大学院の方では、九州大学では

が、21世紀プログラムの実践を通していろい

大学院共通科目を導入しておりまして、大学

ろと見えてくることです。たとえば一つの例

院でも専門だけで終わるのではなくて、視野

として、下に「チャレンジ21」と言うのを挙

の広い研究者、技術者となっていって欲しい

げています。一昨年から、九州大学は「チャ

と言うことで、大学院共通科目もスタートし

レンジ21」と言うのを作りました。先ほど、

ています。こういう形で総合大学としての特

最初にお見せした従来の高校から大学への道

徴を活かして、21世紀プログラムの教育理念

筋の図に、チャレンジ21が目指しているもの

を意識しつつ、学部の学生のもいろいろな勉

の概念を書き込みました。高校で進学先を

強ができるフィールドを提案していきたい、
ということを考えています。
これは写真による紹介ですけども、2001
年第1期生入学直後、第1期生の卒業学位授与
式の様子、それからこの間、3月には5期生が
卒業していきました。この4月には第9期生の
入学を迎えました。と言うことで写真を紹介
させていただきました。
もう時間になりましたけれども、課題がい
くつかありました。一つは、21世紀プログラ
ムが特に影響を受けるのが、九州大学の離散

12

12

したキャンパスの状況で、これは将来的には
統合されるのでその時点ではこの問題は解決
されると思いますが、従来の箱崎キャンパ
ス、現在の伊都キャンパス、それから芸術工
学部があります大橋キャンパス、学部はなく
大学院だけですけれども福岡市の南に筑紫
キャンパスがあります。21世紀プログラムの
学生は、ここの間を飛び回っているわけで
す。西と東の距離だいたい30キロくらいあり
ますので、移動に一時間はみておかないと無
理な感じです。それからもう一つ、字が小さ
くてお手元の資料もよく見ないとわからない
のですが、私が感じていますもう一つの課
題、これは九州大学の全学部も含めてです
が、21世紀プログラムの独自科目を担当して
くださる先生に、講義担当をお願いするのが
非常にむずかしい状況です。かなり理解ある
先生方は協力してくださいますけれど、担当
者が固定化されている感じがします。21世紀
プログラムの教育に関わっていただいて、講

けると、かなり教育の質と視点に幅が広がる
かなと期待されます。独自科目担当者の固定
化は私自身の悩みでもありますが、どんなふ
うに解決できるだろうかと考えます。もう一
つの課題ですけれども、先ほどデータの途中
でお見せしましたが、入学者の男女比の問題
です。入試選抜の方法も、もう一つ工夫いる
のかなと言うことです。それから先ほどの卒
業研究のデータのところを見ますと、やはり
理科系にも積極的にチャレンジしていくよう
な修学指導が必要かなと思われます。私ども
の方からいいますと、21世紀プログラムの学
生を卒業研究指導学生として受け入れていた
だくような、懐の深さといいますか、そうい
うのが理科系学部にも欲しいなという気持ち
でいます。理科系学部はやはりなかなか難し
いですが、積み上げが大事ですので、途中か
ら専門外学生が入るというのは、先生方にも
非常に抵抗があるようです。

義を開いていただくという形で入っていただ
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こういうことを含めまして、つぶやき的に
最後に書いてしまいましたけれども、一つは
21世紀プログラムの教育の理念が、九州大学
全体に渡っての統一した理念であるかと言う
と実はそうではなくて、先生方のそれぞれの
哲学に基づいた解釈が割とあって、見解がな
かなか統一しないという厄介な問題が存在し
ます。それからどうしても教養教育と専門教
育が競合しあっていて、「21世紀プログラム
のような中途半端なやり方はつまらない」、
「それは専門ではない」と言うような声もま
だ強く聞かれます。果たして、学士課程の中
で、教養教育と専門教育はどう言うふうにあ
るべきか、と考えさせられるところです。そ

石田
した。

れからUniversity総合大学として、本当に専
門教育だけを徹底的にやるのが義務なのか、
と言うことも考えないといけないのかなと思
います。それも含めて、大学の学士課程4年
間を、これからどういった視点で教育するの
か、しっかりと位置づけなければならないの
だろうか、と考え込んでいます。私が答え
持っているわけではないですけれども、こう
いうことで考えたりするときであります。ま
とめますと、21世紀プログラム教育がもたら
す、「学生力」（と勝手に言葉を作ってしま
いました。学士力ではなくて学生力です）の
概念の普及に期待するところが大きいという
ことになります。やはり学生が自分の力で大
学の出口を見つけていくという、何と言いま
すか、ある先生は、21世紀プログラムは雑草
のようだ、踏んでもまた出てくるという意味
なのですけども、仰っています。そういう力
を感じさせ学生の力です。そういう学生たち
が、自ら事を起こす力というものを、21世紀
プログラムはある程度培ってこられたのか
な、と思っているところです。「これでやれ
る！」というデータも蓄積できつつあるのか
なというふうに考えています。
以上です。どうもありがとうございまし
た。 （拍手）
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副島先生どうもありがとうございま

若手研究者がネットワーキングすることで
新たなFDには何が展望できるか

石田

引き続きまして、京都大学高等教育

研究開発推進センターの田口真奈先生、半澤
礼之先生のご報告に移らさせていただきま
す。題目は「若手研究者がネットワーキング
することで新たなFDには何が展望できる
か」です。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
田口

第一部門というところが主にFDを担当してお
ります。第一部門には、教授が3名と准教授
が4名、それから助教が3名おりますが、その
うち准教授の2人と助教の3名は特任で、平成

京都大学の田口と申します。本日

はこのような機会を与えていただきましてた
いへん光栄に思っております。わたしと半澤
とで京都大学高等教育研究開発推進センター
が推進しております「大学教員教育研修のた
めの相互研修型FD」プロジェクトのうち、と
くに若手研究者を組織しております活動を中
心にご報告させていただこうと思っておりま
す。
本報告の流れですが、まず、京大センター
のプロジェクトの概要をわたしの方から簡単
に説明させていただき、若手FD
研究者ネットワークの組織化
という取組を、全体活動の中
に位置づけたいと思います。
後半、半澤の方からネット
ワークの紹介と、とくに今回
いただきましたお題に関する
「新たなFDに何が展望できる
か」ということに議論を深め
て い け れ ば と 考 えて お り ま
す。よろしくお願いします。
まず、本センターの取り組みの紹介です
が、われわれのセンターは大きく三部門にわ
かれておりまして、わたしや半澤がおります

20年度の政策課題対応経費「大学教員教育研
修のためのモデル拠点形成」という事業につ
いた経費でこれら特任の先生を雇ってこの取
り組みを進めております。これはホームペー
ジに書いてある概要なのですけれども、ここ
に「相互研修型FD拠点モデルを構築する」と
書いておりますが、その理念について少しご
説明させていただきたいと思います。
京大のセンターは、FDを担うセンターとし
ては比較的専任の教員数が多いと思うのです
けれど、それで何をやっているかということ
なのですが、大学間連携の拠点、相互研修型
FD拠点モデルというのを
さまざまなレベルでネッ
トワーキングしていくと
いうことを目指しており
ます。1つは学内連携を
目的としたもので京都大
学のなかにFD研究検討委
員会というものを作って
いるのですけれども、学
部ごと、すなわち部局単
位での自主的なFD活動の
進展を目指した活動をしております。その次
に地域連携ということで、関西地区FD連絡協
議会というのを作っておりまして、関西地区
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の各大学のFD活動の連携・支援をしておりま

のですけれども、啓蒙型の場合は、参加の動

す。それから今度は国内連携ということで全

機というのはどちらかというと、駆り出され

国のFDのネットワーク、地域ネットワークを

感が強いということと、他動的であるという

つなぐようなネットワークを組織するである

ことです。一方、相互研修型は、もともと

とか、本日お話する若手の研究者のネット

やってるものの取り組みですから参加の動機

ワークを作るということをやっております。

が、自発的で日常的なものを、目指していま

最後に、国際連携の拠点になるというところ

す。一方、達成の効果は啓蒙型の場合は一過

まではおこなっておりませんが、海外セン

的であるのに対して、相互研修型の場合は比

ターとの交流や共同研究も進めております。

較的持続的になるだろうと。しかしながら、

それぞれに関しましては後ほどもう少し詳し

啓蒙型のほうが全体の呼びかけが容易であっ

くお話ししたいと思います。これは、現セン

たり、マニュアル化やプログラム化が比較的

ター長の田中毎実が作っている図です。相互

容易であるのに対して、相互研修型というの

研修型FDという概念を、これに基づいて説明

は、どういうふうにやっていくかのマニュア

したいと思います。

ル化やプログラム化がほとんど不可能であ

まず、FDを非日常的でイベント的なものと
日常的なものという軸と、トップダウン的と
いいますか、制度化されたものとボトムアッ
プといいますか、組織型のものという二軸
で、分けています。そうしますと、その非日
常的でイベント的な、とくにトップダウンに

る、というような困難さを伴います。またそ
のそれぞれの類型が固定されたものであるか
というと、必ずしもそうではなくて、もとも
とはトップダウンで始まったものが、ボトム
アップ的に展開されたものもあれば、そのボ
トムアップ的でやったものがもう少し計画的

実施されるものとして、講演会をするだと
か、研修を執行部が計画してするようなかた
ちの啓蒙型のFDというものが１つ考えられる
かと思います。それに対置するかたちで、相
互研修型というのを考えておりまして、これ
はできるだけローカルで日常的な取り組みを
できるだけ組織化するようなかたちに持って
いくということを目指しております。これも
啓蒙型のFDと相互研修型のFDを比較するた
めに出しております、参加の表、比較の表な
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に広げようということでトップダウンの方に
移行する、といったようなことも考えられる
わけです。それぞれの型が、固定されたもの
ではないということです。

うわけですけれども、抱える学生や専門分野
が違うなかでそのローカルな特徴をもつ個人
あるいは集団の日常的な教育改善の努力を生
かしていこうというふうな試みであると。つ

また、別の観点からセンターの活動の説明

まり専門家対素人というアプローチをとらな

を試みようと思うんですが、これはわたしが

いことが、理念としてあります。それが個々

提案しているモデルなのですけれども、FDを

の活動のなかでどういうふうに生きているか

推進するといった場合に二つのモデルが考え

という観点でお話を聞いていただければと思

られるだろうということです。ひとつは同僚

います。

モデルというものでして、FDを推進していく
主体というものは、あくまでも、一緒にやっ
ていく同僚のなかに入ってくる。自分も研究
者でありながら、ファカルティをその教育研
究の専門家であり反省的実践家ととらえるな
かで、日々の改善をともにやっていく、とい
うかたちです。もう一方は専門家モデルと名
づけたのですけれども、ファカルティは、研
究は専門家であるけれども教育に関しては、
初心者であるととらえて、教育の専門家と呼
ばれる人を大学に配置して、先生たちを教え
ていかないといけない、とそういうようなモ
デルです。これもそのどちらがいい悪いであ

拠点形成について、先ほど４つ説明させて
いただきましたが、もう少し詳しく説明させ
ていただきたいと思います。学内拠点に関し
ましては、先ほど申し上げましたようにFD研
究検討委員会という全学組織を前面に出しま
して、センターはそれに協力するかたちで進
めています。公開授業と検討会を継続的にお
こなっておりまして、また、それから発展す
るかたちで近年、文学研究科のプレFDプロ
ジェクトというものを推進しております。こ
れは、文学研究科のオーバードクターの支援
対策から始まったものなのですが、オーバー

るとかどちらが効果的だとかそういうことで
はなくて、異なる２つの考え方があるだろ
う、ということです。相互修型モデルという
のは、このなかでどちらかというと同僚モデ
ルにあたるのではないか、ということでその
位置づけを明確にするために出させていただ
きました。
相互研修型FDを組織化していくというの
は、結局、抱えている学生は学部ごとでも違
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ドクターを非常勤講師として大学が雇用し、

務めておりまして、具体的には５つのワーキ

授業をしてもらうわけですが、その授業をい

ンググループというのを組織しています。FD

わば教育実習のような位置づけとして、授業

情報支援ワーキング、FD共同実習ワーキン

後には毎回、検討会を実施し、さらに半期ご

グ、FD連携企画ワーキング、方法ワーキン

とに研修会も開催し、それらへの参加をもっ

グ、研究ワーキングということでそれぞれに

て総長名での修了証を出す、といったような

京都大学のスタッフが入りまして、いろいろ

ことをやっております。

な大学と連携しながら具体的な活動を進めて

また、京都大学の大学院生を対象とした

おります。

｢大学院生のための教育実践講座-大学でどう

たとえば、FD情報支援ワーキングでした

教えるか-」という院生研修や、あるいは詳し

ら、いろいろなFD講演をするときの講師を

くは申し上げられませんが、工学部と連携し

紹介したりですとか、あるいは、たとえば共

た試みなどをしております。地域連携に関し

同実施ですと、小さい大学なんかは初任者研

ましては関西地区FD連絡協議会というのが

修をやりたいと思っても、入ってくる先生が

2008年にできたところですが、関西地区の

一人二人であったら、それのためだけに長々

127校（2010年9月1日現在では131校）とい

と研修はできないといったような問題もあり

う、かなりの数の大学に加盟していただいて

ますので、初任者研修を共同で企画して、合

おりまして、相互に連携しあって自前のFDや

同で実施したらどうだろうかといったような

教育改善を促進していこうという活動を行っ

こ と を 、 進 め て お り ま す。 ま た 、 専 用 の

ております。地域を拠点としたネットワーク

ニュースレターを年に１回発行し、ホーム

は実は、全国でさまざまなかたちでみられま

ページも立ち上げております。ホームページ

す。上は北海道から下は九州まで、今日お話

も関西地区FD連絡協議会で検索していただけ

いただく北海道大学、九州大学というのは当

ればすぐ出ると思いますので、もしご関心が

然そのネットワークの中心大学でもあるわけ

おありでしたらぜひ連絡いただければと思い

ですが、さまざまあります。ただなぜか、関

ます。

東地区だけ、いつもないねという話をしてる
のですけれども、わたしたちが知らないだけ
かもしれません。いずれにせよ、こういうか
たちで地域を拠点としたネットワークがあり
ます。関西地区FD連絡協議会はそのなかの関
西地区版だと思っていただければいいかなと
思います。京都大学が代表幹事校と事務局を
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最後に、全国拠点なのですけれども、先ほ
ど申し上げましたいくつかのその地域を拠点
としたネットワークの代表者に集まっていた
だいて、ネットワークの代表者会議というの
を２年前から年１回おこなっております。ま
た今日お話いたします若手FD研究者ネット
ワークというのも組織していたり、あるい
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は、これは学会のようなものなのですが、毎

ております。それでは後半、若手FD研究者

年3月に二日間のフォーラムというのを開催

ネットワークの紹介を半澤のほうからさせて

しております。今年も3月の18日、19日にな

いただきます。（拍手）

こなうのですけれども、だいたい60名ぐらい
の研究者の方からの、大学研究改善に関わる
研究報告があります。あとはシンポジウムで
あったりですとか、ラウンドテーブルも企画
しております。こういったものを、もう16回
積み重ねてきております。
そのほかつい最近ですけれども、オンライ
ン教育研修システムということでMOST(モス
ト）というシステムをたちあげました。これ
はアメリカのカーネギー財団が作りました
keep tool kitというティーチングポートフォ
リオを簡単に作れるソフトがあるのですが、
それを日本語化したものに、いわゆるミク
シーのようなSNSを組みあわせて独自開発し
たものです。授業改善の単なるHow toではな
くて、文脈を取り込んだかたちでお互いの実
践知を交換しあえるようなシステムです。教
育改善に関わる実践知というものは、いきな
りオープンにするということはできませんの
で、招待制によるID発行とし、パスワード管
理された中で、大学という組織を超えたネッ
トワークの生成を支援しています。はじめは
小さなコミュニティでもいいので、まずは
「やってみたことを共有する」ということ
を、組織を越えて行うという活動を通じて、
教育改善をインターネット上でも組織化して
いこうという試みです。そういったことを始
めております。
ここにあたる部分がこれから後半で半澤の
ほうからご説明させていただくものです。国
際的なものとしては先ほど申し上げましたよ
うに、国際シンポジウムというものを開催し
た り 、 あ と は そ の カ ーネ ギ ー 財 団 の S o T L
（ソートル）、すなわちScholarship of
Teaching and Learningという理念が京都大
学の相互研修型FDの理念に近いということ
もありまして、国際学会で共同のプログラム
を提案したりといったようなことをおこなっ

半澤

後半はわたし半澤から若手FD研究

者ネットワークの紹介をさせていただきま
す。最初に二点だけ前置きということで確認
をさせてください。
お手持ちのレジュメのなかで、担当者ネッ
トワークということばと研究者ネットワーク
ということばが混在していると思われます
が、正確に若手FD研究者ネットワークにな
りますので、こちらに統一をしていただけた
らと思います。
それからもう一点、今日のシンポジウムの
中で行われた九州大学さんの発表であると
か、今の田口の発表であるとか、それから他
の大学さんの発表というのは、教育の質保証
のために各大学がどのような取り組みをして
いるのかに関する紹介ということになると思
われます。それに対して、私がこれからお話
する内容は少々異なるかもしれません。それ
というのも、今回のシンポジウムのオファー
を「若手研究者がネットワーキングすること
で新たなFDには何が展望できるか」という
テーマで頂きましたので、これからのわたし
の話というのは、FDを担当している若手の研
究者がネットワークを作ってどのような取り
組みをしているのかということになりますの
で、具体的にたとえば教育改善のためにこう
いう取り組みをしていますよというプログラ
ムの話をするわけではありません。従って、
今日の話の中ではこれからの私の話は内容が
他とは異なるかもしれませんけれども、FD
に関わるような若い人間がこういうことを
やっているのだということについてみなさん
に知っていただけたらと考えております。
それでは初めに若手FD研究者ネットワーク
の紹介になります。先ほど本学の田口から話
があったように、FDに関するネットワーク
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もあります。現段階(2009年2月段階)では北
海道地区だけ残念ながらいらっしゃらないの
ですが、日本全国に参加者がいるということ
で、このような名前をつけております(2010
年10月段階では、北海道から沖縄まで全国に
わたって参加者が存在するネットワークと
なっている)。
このネットワークの設立の目的といたしま
しては、FD推進、教育改善、教育改善推進の
というのは全国にさまざまにあります。若手
FD研究者ネットワークというのもそのひと
つとして位置づけることができると思われま
す。しかし、他のネットワークと本ネット
ワークには大きな違いがあると考えておりま
す。通常のFDネットワークというのは、たと
えばネットワークを組んで授業評価の内容を
検討して相互利用しましょうということで
あったり、先ほど話があったように初任者研
修を一緒にやりましょうということであった
りと、あるFDに関するプロ

ための情報交換といったものがあげられま
す。たとえば、今日お茶の水女子大学でこう
いうシンポジウムがありますよということに
ついて、情報が来るような立場にいる方はい
いのですけれども、情報が流れてこないよう
な立場の人も多いわけです。例えば私であれ
ば、京大の一番末端の人間で、先ほど自己紹
介させて頂いたように特任の助教で、そうい
うレベルの人間まで情報が下りていきにくい
ということもあるわけです。従ってそういう
人たち同士でつながって、メーリングリスト
などで情報交換をするという

グラムを一緒にやっていき

目的があります。また、もう1

ましょう、あるプログラム

つ重要なこととしては実践研

を 一 緒 に 推 進 して い き ま

究があげられます。後ほど紹

しょうというような方向性

介させて頂きますが、一緒に

を 有 して い る と 思 わ れ ま

科研費をとって、教育改善に

す。それに対して、ここで

関わるような研究、たとえば

紹介させて頂く若手FD研究

教育学的な研究、教育工学的

者ネットワークというのは

な研究、教育心理学的なを

資料にも書いてある通り、

やっていこうという目的もあ

「FDを担当する若手研究者

り ま す。 あ と は 情 報 発 信 で

の つ な が り の 場 と して の
ネットワーク」という非常にゆるい定義づけ
をおこなっております。初めから、何か明確
な目標があって、その達成のために組まれた
ネットワークではないという点が特徴である
と思われます。
本ネットワークは資料にもあるように、
Japan Faculty Development Network For
Junior Researchersという表記もすることも
あって、それを省略してJFDN Jr.とよぶこと
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す。先ほど申し上げたように、
大げさな言い方かもしれませんがFDに関わ
る若手研究者を組織化し、つながりの輪を
作って、各大学でFDをおこなう上でどのよう
な問題点があるのかということや、もしくは
こういう活動は非常にうまくいきましたよと
いった成功事例などを共有するといったこと
が目的としてあげられます。
このネットワークですが、先ほど最初のほ
うで紹介があった、京都大学が概算要求とい
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ドテーブル等でも実際に事例として紹介され
ているものです。たとえば、若い人間が教育
改善業務に関わる場合、ベテランの先生方か
ら非常に感情的な反発が返ってくるという
ケースがあります。また、学内、とくに執行
部からの教育改善に関わる業務に対する要求
が非常に高いにもかかわらず、各部局がなか
なか動かないため、結局動くことのできる大
学教育センターに所属する人間への負荷が非
う形で予算を頂いておこなっているプロジェ
クトの一環として立ち上がっているものにな
りまして、まだ、設立してから二年しかたっ
ておりません。
設立の経緯について紹介させていただくの
が次になります。一点目としては、FDを担当
する若手研究者のキャリアの問題というもの
があげられます。近年、国立大学であると
か、あとは大きな私立大学においても設立さ
れているところが多いと思いますが、大学教
育センターという名がつくところで、任期付
の教員が非常に増加しているという現状があ
ります。これはたとえばGPをとったので三年
間だけ、任期付きの教員を雇いましょうとい
うことなわけです。私も任期付きでなのでど
うこういえる立場ではないんですが、ここ十
年くらいの単位でそういった形式で雇用され
る教員の数が非常に増加しているということ
があります。そして、そのように任期付きで
雇用された人たちはなかなか自分の先、自分
のキャリアを展望することがむずかしくなっ
ているということがあるのではないでしょう
か。これは、FD担当者に限った話ではない
のかもしれませんが、三点目で話をする大学
の教育改善業務を担う人間が任期付きである
という点と絡んで問題になってきます。二点
目として、FDを担当する若手研究者が孤立し
てしまっているという現状というのがあげら
れます。これは先ほど紹介させていただいた
京都大学高等教育研究開発推進センターが主
催している大学教育研究フォーラムのラウン

常に高くなってしまうという現状があったり
もします。結果としてそういったセンターに
所属する若い人たちはベテランの先生や他部
局と連携をとることができずに孤立してし
まって、ほかに助けを求められなくなってし
まったり、優秀な一部の人の名人芸に頼って
しまうような教育改善業務が続いてしまうと
いうことがあるのではないかということが報
告されています。三点目は、若手であるにも
かかわらず、大学教育改善の中核に関わらな
ければならないという困難さがあげられま
す。この点に関しては次のような例が挙げら
れます。若手は当然大学教員としてのキャリ
アが浅いわけです。しかし、キャリアが浅い
にも関わらず、たとえば執行部であるとか、
学部、もしくは大学院の中枢と関わって、教
育改善業務にあたらなければいけないという
ことがあります。そして、そういった業務を
おこなう人間が任期付であった場合、当該大
学内での教育改善業務に関わる能力を上げて
いったけれども3年で任期は切れてしまう。
そうすると、そのセンターも3年後に別の人
を雇う、もしくは人がいなくなってしまう、
というような事態があります。そうするとこ
れは、教育改善業務を担うための人材の育成
がうまく回っていないということになるわけ
です。「若い人はたいへんだよね」という個
人に還元される話だけではなく、大学全体の
教育改善業務にも繋がっていく問題であると
いうことができるのではないでしょうか。
つまり、このネットワークの設立経緯とし
ては、まずは、個人の問題から始まっている
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わけです。若手のFDを担当する研究者たち

と思います。横の連携です。本ネットワーク

が、自分自身のキャリア形成に踏み出しにく

は基本的には若手の研究者で構成されていま

くなっている、もしくは、部局内、学内でな

す。その多くは、年齢が40歳以下で、准教授

かなかほかの人たちの手助けを借りることが

だったり大学院生だったりします。気持ちが

できず、孤立しまっているという状況があり

若手だったら入っていただいて結構というこ

ます。そして、そのような若手が行っている

とにはしているのですけれども、立場として

業務というのは、大学の教育改善の中核であ

比較的同列な人間が多いので、横の連携を通

り、組織の問題となるわけです。従って、若

じて新たな理念であるとか、モデルといった

手研究者の問題からスタートしまして、結局

ものを構築することを目指しているというこ

個人の問題というのは、組織の問題に繋がっ

とです。これに関しては、ネットワークを組

ていくということがいえるわけです。こう

むときに中心的なメンバーがいないとネット

いった現状というのは、全学をあげて教育改

ワーク自体は回りませんので、中心的なメン

善業務に取り組んでいかなければいけない状

バーはおいています。中心になっている人物

況にある現在においては、適切な状況とはい

は2人いますが、2人とも京大外の人間です。

えないのではないでしょうか。しかしそうは

京大の半澤と田口も中心メンバーには入って

いっても、たとえば組織のやり方であると

おりますが、バックアップをする役割を中心

か、内容を変えるというのは、かなり困難を

に担っております。

伴う作業になります。そこでまずは、個人に
目を向けたアプローチを展開していく必要が
あるだろうということがこのネットワーク設
立の経緯ということになっています。

特徴の二つ目は、参加者が研究者としての
自己規定を強くもっているということです。
FDを担当していると、業務教員のような視線
を向けられることも少なくありません。これ

では、次の話題に行きたいと思います。本

に関してはいろいろ議論はありまして、それ

ネットワークの特徴ということで、このよう

で十分だという話ももちろんあると思いま

な経緯で設立された、われわれ若手FD研究

す。しかし本ネットワークにおいては、自ら

者ネットワークというのがどういう特徴を持

が研究者として規定するメンバーによって構

つのかということについて、三点紹介させて

成されているという点を特徴としてあげてお

いただきます。

ります。これは個々の参加者が自分自身で意

まず一点目は同僚的性格があげられます。
これは、先ほど田口のほうから紹介がありま
した相互研修型FDであるとか、FDにおける
同僚性と同じものとして考えていただけたら

識的にという意味です。余談ですけれどもわ
たしであれば教育心理学が専門で、田口は教
育工学なのですけれども、そういった自分の
ディシプリンをベースにして、いかに教育改
善に関われるかという姿勢を持つということ
になります。他の参加者であれば、たとえば
物理学専門の方がいたりですとか、教育系が
多いといえば多いんですけれども、様々な立
場の研究者がいます。なぜ研究者としての自
己規定をあえてあげるかといいますと、繰り
返し述べていることではありますが、任期付
の教員がこのネットワークに多く参加してい
ます。そうすると、自分自身の研究業績を上
げていかないと、任期が切れたときに行先が
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なくなってしまうんです。自分の専門に関わ
る研究ももちろんするし、それをベースにし
たFDに関する研究もする。そしてその中で相
互研鑽していくということも意図しているも
のであります。
以上の二つをまとめると、個々の研究者、
若手の研究者が、それぞれの専門をベースに
しながら相互にやり取りをすることによって
教育改善に関わる、相互研鑽的な性質をもつ
のが本ネットワークの特徴であるということ
ができます。

ネットワークの中心大学から様々なものが提
供されるということが多いと思うのですけれ

最後に三点目として本ネットワークと、

ども、本ネットワークは、先ほど申し上げた

ネットワーク参加者の所属というか立場の関

ように、同僚的な性質、性格を持つので、そ

係があげられます。これについては図式的に

ういったことは殆どありません。個々の研究

説明していきます。本ネットワークには多く

者の対話の場であるということを第一におい

の参加者がいます。その参加者にはもちろん

ているわけです。先ほど、繋がりの場という

それぞれのフィールドがある。たとえば、そ

緩やかな表現をしましたが、本ネットワーク

れぞれ所属している大学がありますし、さら

においては対話的な性質を持つというところ

に、先ほど田口が紹介したFDに関するネッ

が強調されるといえます。そのため、若手研

トワークが日本にはさまざまにありますの

究者がネットワーキングすることで何が展望

で、そういうネットワークに所属しているこ

できるかという話にもつながってくるのです

ともあります。この若手研究者のネットワー

けれども、対話から生まれるものについて、

クの場合には、そういったフィールドを背景

たとえば具体的にこういうプログラムをやり

として、基本的には個人としてネットワーク

ましょうとか、こういうようなFD活動があ

に参加していただいています。つまり、理念

りますよねといったアウトプットは最終的な

としては、大学の代表ではなく一研究者とし

ゴールとなるかもしれませんが、具体的な

てネットワークに参加しているということが

ゴールを設定するというよりも、その下地と

特徴としてあげられます。それをなぜ強調す

なる、参加者間での土台作りということを意

るのかといいますと、たとえば大学における

図し、第一にそこを目指しているといえま

FD業務、もしくはネットワークによる教育

す。これも繰り返し述べていますが、具体的

改革推進というのは、そうではないところも

なものを出すというよりは、具体的なものを

当然ありますけれど、非常にトップダウン的

だすような人間がいかに集まり何をやってい

な性質が強く、先ほど紹介した田中のFD分

くのかというのがこのネットワークでは強調

類でいうところの啓蒙型の性格を強くもって

されるということです。集まったところか

いることが想定されます。これは、トップダ

ら、相互に高めていければいいという話にな

ウンでFDを行う啓蒙型が問題であるという

るわけです。

ことをいっているわけではありません。啓蒙
型のネットワークが多い現状において、そう
ではないネットワークも必要なのではないか
という問題提起をさせて頂いているわけで
す。たとえばネットワークであれば、その

それでは具体的なネットワークの紹介をさ
せていただきたいと思います。ネットワーク
の構成といたしまして、まずは立ち上げの際
に運営委員会を作りました。全国20大学21
名になります。本ネットワークは、基本的に
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はメーリングリストと、後で紹介させて頂く

議や、関西地区FD連絡協議会という関西地区

合宿研究会を通じてやりとりをしているので

の大学が集まるFDネットワークというもの

すが、メーリングリストの参加者が、全国42

があるというお話をしましたが、それとは独

大学で、みなさんお手元の資料にはおそらく

立をして、別途こちらでネットワークを組ん

55名となっているかと思うのですが、この資

でいるというかたちになります。

料を提出したのが2月10日なのですけれど
も、それから今日までにさらに1名増えまし
て、今現在56名ということになっております
(2010年10月時点で70名)。
先ほども申しあげたとおり、参加者は高等
教育を学ぶ大学院生から田口のような准教授
まで多様な研究者が参加しております。それ
から、本ネットワークのひとつの大きな特徴
として、事務職員の方が全体の1割か1割5分
くらい参加していただいておりまして、たと
えば研究会をやるときには事務職員としてで
はなくFDを推進する研究者として、研究につ
ながるイベントの企画立案等に関わっていた
だいたりしています。

それでは、本ネットワークが具体的にどの
ような活動をしているのかということについ
て紹介させていただきたいと思います。2009
年度、本年度の活動として3つ紹介をさせて
いただきます。
1つ目はこれは先ほども申し上げましたけ
れども、合宿研究会です。教育改善につなが
る新しい研究を考えようというテーマで研究
会を開催いたしました。合宿と書いてありま
すけれども、二日間実施したんですが、宿泊
は各自でしていただいて、二日間かけて研
修、研究会をおこなうというものです。内容
は今申し上げた通り、教育改善につながる新
しい研究を考えようというテーマで、具体的

参加者は教員のほうが多いことは事実なの

に研究計画を立てるということを行いまし

ですけれども、事務職員の方と教員で、双方

た。参加者は東北地方から沖縄まで、今年度

でやりとりをしながら相互研鑽をしていると

は23名の方に集まっていただきました。参加

いうことも、本ネットワークの特徴としてあ

者も大学院生から准教授まで、幅広い参加者

げられると思います。参加大学は、北は秋田

となりました。

から南が琉球大学まで。国立大学だけではな
く、私立大学や、短期大学の方も参加してい
ただいているということです(先述の通り、
2010年10月時点では、北は小樽商科大学か
ら南は琉球大学までとなっている)。さきほど
FDネットワーク代表者会議という日本に点
在するFDネットワークの代表者が集まる会
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研究会は京都外国語大学でおこないまし
た。京都外国語大学の村上正行先生が本ネッ
トワークの代表でして、代表の先生の大学で
実施ということになりました。そこで教室を
一室貸していただいて、23名が集まってワー
クショップ形式の研究会をおこないました。
プログラムについて、ざっとお話しさせてい

24

る評価の問題ではなくて、大学教育センター
のような組織にはどのような人員が配置され
たらよいのか、その組織に所属する教員はど
のような意識を業務に対してもっているのか
といった調査研究を元に、組織のあり方につ
いてその提言をおこなうことを最終的な目的
としたものでした。
最後に、3点目になりますが、全国FD担当
者アンケート調査で、FD担当者の学内連携と
ただきたいと思うんですが、最初に先ほどの

キャリア意識というテーマで、全国の大学に

FDの類型を出した、京都大学高等教育研究

アンケート調査をおこないました。これは設

開発推進センターのセンター長田中毎実より

立の経緯である若手の孤立やキャリアの問題

講演ということで「FDの仕事を夢あるもの

を受けて調査調査を実施したものです。大規

へ」というテーマでお話をいただきました。

模な調査をおこないました。全てをご紹介す

次に参加者を何人かに分けて、グループ
ワークというかたちで教育改善につながる研
究を企画・立案するということをしました。

ることはできないので、少しだけこの調査に
よって得られたデータをご紹介したいと思い
ます。

そして、グループごとに教育改善に関する研

調査は四年制大学を対象といたしまして、

究について問題・目的・方法までを考えてプ

各大学のホームページからFD業務を担当する

レゼンしてもらいました。現場ではどのよう

センター、委員会などの一覧を作りました。

な問題があって、その問題に対してどういう

そしてセンターあるいはFD委員会が存在する

解決策が必要なのかということを考えた上

と考えられた大学、それからホームページ上

で、ではこういう目的で教育改善に対するプ

ではそういったセンターが確認できなかった

ログラムを組みましょう、そのプログラムは

大学というものを抽出いたしまして、その大

実際にはどのような方法で可能となるのかと

学すべてにメールアドレスがわかるところに

いう点までを企画立案をしてもらったわけで

はメール、わからなかったところには郵送

す。集まって話合いをするだけではなくて、

で、全大学に調査用紙を送りました。全大学

具体的な研究立案までを目標とし、最終的に

に調査用紙を送って、若手研究者、FD担当

はそれが発展して共同研究というかたちに繋

者、ここでは簡単に40歳以下にしているので

がればいいという目論見がありました。そし

すけれども、若手FD担当者およびFDに関わ

てその成果がどこかの大学もしくはその共同

る組織の代表者様にご回答いただきたいとい

研究をした大学でプログラムとして反映され

うお願いをしたところ、若手の教職員が174

るとよいのではないかと考えているわけで

名、組織の代表者様が164名ご回答ください

す。

ました。

ネットワークの活動の続きです。2つ目は

この調査においては、本ネットワークの特

科研費の申請をしています。本ネットワーク

徴でもありますけれども、教員だけではなく

上のメーリングリストで参加者を募り、田口

職員の方にもご回答いただいております。

を代表者として17名の参加者で科研を申請し

300人以上の方にご回答いただいたんですけ

ました。内容としては、FDを実践するための

れども、質問の内容については配布資料の通

組織とはいかにあるべきかということが主た

りとなっております。今日ご紹介するのは次

るテーマとなっています。これは組織に対す

の3つに絞らせていただきたいと思います。1
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つ目は他部局との連携、これは先ほど述べた

部局である「学部・大学院」との連携の程度

若手の孤立という問題に関連するものです。

の平均値は3.0になっていました。3.0という

他部局との連携が適切に取れないと学内の業

のはどちらともいえないという回答なのでま

務が回らないので非常に重要な点だと思いま

だ十分に連携が取れていないという様子が伺

す。それから2つ目が業務のやりがいや不安

えます。さらに特徴的なのは、「FDを担当す

に関する質問です。これには業務に対する感

る事務」です。事務と連携が取れていると考

情としてまとめることができると思います。

える程度は平均値で4.1でした。最大値が5.0

3番目がキャリア展望を尋ねる質問です。こ

ですので、若手は事務と連携がとれていると

の点についても、先にあげたように若手研究

考えているという実態が見えてくるというこ

者がどのようなキャリア展望を抱いているの

とです。

かは重要な点であると考えられます。

次に業務に対するやりがいや不安を聞いた

結果をご紹介したいと思います。本アン

結果を、若手のFD担当者とFDに関わる組織

ケートは各質問について５段階評定で尋ねて

の代表者で比較しました。その結果見えてく

おり、５が最も質問に対して肯定的であると

るのは、代表者と若手を比較した場合、代表

いう回答で、１が最も否定的であるという回

者は若手と比べてやりがいを高く感じていて

答になります。

不安が低い。若手は代表者と比べるとやりが
いを感じていない
のだけれども不安
が高いという結果
になっています。
これは個々の大学
の事情があります
し、平均値の比較
をしているだけな
ので、より詳細に
見て行く必要があ

はじめに、他部局との連携についてのアン
ケート結果についてです。最も連携をとらな
ければいけない部局はどこですかという質問
について、若手からは「学部・大学院」、そ
れから「FDを担当する委員会」、「FDを担
当する事務」という回答が得られました。こ
れは妥当な回答であるといえるのではないで
しょうか。その後、それらの部局との連携は
どれくらい取れていますかという質問を先ほ
ど述べたように5段階評定で尋ねています。5
という回答はかなりとれているということを
表し、1という回答ははまったく取れていな
いということを表します。その結果、最も連
携をとらなければいけないと考えられていた

26

ると思います。た
だ、こういう若手と代表者の意識のズレと
いったものを代表者の方は組織運営の際にど
う理解し、活用していくのかということが非
常に重要であると考えています。また、やり
がいは平均値を見ると全体的に高い印象を受
けるのですが、そもそもこういう調査を引き
受けてくれる方というのはFDに対してある程
度好意的であるのかもしれません。拒否感を
持っている人はそもそもアンケートが回って
きても、強制ではないので回答をされないと
思うのです。そういったバイアスもかかって
いるのかな、という気がします。
最後にキャリア展望に関する結果を紹介さ
せて頂きます。これは若手の教員だけに限定

26

して紹介いたします。はじめに、今のFD業務
が自分自身の専門領域とどの程度関連してい
ますかという質問については、5段階評定で
平均値が2.7でした。専門と関係ないところ
で仕事している若手が多いことが推察されま
す。それから、現在の業務がどの程度自分の
大学教員としてのキャリアに結びつくと思い
ますかという質問に対する回答の平均値は
3.0でした。これらの結果から何を述べたい
のかといいますと、たとえば若手の教員が、

2点目として、短期的な視点ではなく長期

自分の研究の専門領域や自分のキャリアが

的な視点での教育改善に関わる研究者の成長

FD業務とうまく結びついていないと考えた場

を促すということがあげられます。先ほどか

合、そういう考えは業務を行う上でマイナス

ら対話や同僚性といった抽象的な話ばかりし

に働いてしまうのではないかということで

ておりますが、それというのは、具体的で短

す。平均値を見る限りは専門と業務の結びつ

期的、即応的なアウトプットを求めているだ

きもキャリアと業務の結びつきも必ずしも高

けでは、研究者の成長を促すのは難しいとい

いわけではないので、この結果はFDを担う組

うところに理由があります。とりあえず目の

織にとって考えるべき点なのではないかと考

前の業務を行うということも重要です。それ

えられます。

に加えて、多少抽象的な議論になってしまっ

これらの結果からいえることとして、若手
のやりがいや不安といった業務に対する感情
やキャリア展望などを促進するとまではいわ
ないまでも、せめて阻害しないような組織づ

ても、長期的な研究者の成長を促していけた
らという志向性を本ネットワークはもってい
るわけです。当然その中にいる私自身も成長
していきたいと考えています。

くりが必要になるのではないかということで

このような活動を通じて、最後に、複数の

す。しかし、組織づくりにネットワークとし

大学や異なる専門性を持つ研究者による教育

て関わっていくことは非常に困難なので、本

改善に関わる共同研究の発展や組織改善の可

ネットワークの活動としては現状把握に留

能性というのが見えてくるということになる

まっているということになっています。

かと思います。こういったことを理念として

今回与えて頂いたお題が若手研究者がネッ
トワーキングすることで新たなFDに何が展望

はめざしているわけですけれども、もちろん
課題もあります。

できるかということになりますので、これま

その一点目は、参加者のニーズの把握がま

での話をまとめると、まず1点目として、一

だ十分にできていないということがあげられ

番大きいのは自己組織化を生じさせるための

ます。参加者の規模が増えていますので、

土台づくりが可能になるということがあげら

ニーズの把握が課題になっています。それか

れると思います。多くのネットワークや大学

ら二点目としてネットワーク運営の仕組みの

が、啓蒙型、トップダウン型であるという点

検討がまだ十分ではなく、合宿検討会やメー

から、それに対するオルタナティブ、異なる

リングリスト上のやりとりがまだ十分ではあ

選択肢を提示することによって個々の教員の

りません。この点も課題です。これについて

意識の多様性というものを高めて、自己組織

はたとえば、ネットワークの参加者で学会発

化を生じさせるための土台としていきたいと

表をしていくということも考えています。実

考えております。

際にこれまでにも学会発表してきておりまし
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て、これまでにネットワークに関わるものだ
けで4回発表がおこなわれています。このよ
うな機会を増やして、ネットワークのメン
バー間のやりとりを深めていきたいと考えて
おります。
最後駆け足になってしまったんですが、2
つ宣伝をさせてください。一点目は、お手元
の資料にもありますように、本ネットワーク
はメーリングリストを立ち上げていて、そこ
で、基本的には学会発表であるとか、科研費
の申請、研究会のお知らせ、もしくはこうい
うシンポジウムのお知らせをしてやりとりを
深めています。このネットワークに参加いた
だける、もしくはここにいらっしゃっている
方で、自分のとこに若手がいるのだけど入れ
てみたいと考えられている方は、ぜひこちら
のホームページにアクセスしていただいて、
メーリングリストにご登録いただけたらと
思っています(ML参加に関しては次のHPを参
照してください：
http://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/fd/
project/fdjfdn-jr/entry.html)。
二点目は、このネットワークの発表の場と
して 最 も 多 く 活 用 して い る 大 学 教 育 研 究
フォーラムになります。これは京都大学高等
教育研究開発推進センターが主催している大
学教育に関する学会のようなものです。先ほ
ど60名程度の発表者がいるといいましたが、

教育の実践知を共有する−コミュニティ・
ネットワーク・コモンズ−」というテーマで
講演をおこなう予定です。それからシンポジ
ウムとして「教える集団をどう組織するか」
というテーマで様々な大学から先生方をお招
きして、議論を深める予定でおります。あと
は、私自身も今日紹介させて頂いたデータの
発表をしたりであるとか、田口も本学の文学
研究科のオーバードクターを支援するための
プレFDプロジェクトの実践報告をするなど、
さまざまな実践報告がございます。もしご関
心のある方がいらっしゃいましたら、私の手
元にプログラムがありますので、ブレイクタ
イムの時にでもお声をかけていただけたらと
思っています。
以上、最後駆け足になりましたが、ご清聴
どうもありがとうございました。
（拍手）

参加者も足しますと毎年大体500名位ご参加
いただいております。今年(2009年度)は特別
講演として、本学教授の松下佳代が、「大学
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石田

田口先生、半澤先生、どうもありが

とうございました。
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生が組織されて、そこで当時は試行したばか
北海道大学における教育の質保証の
総合的取り組み
成績公表・GPA制度・CAP制の運用が
もたらしたこと

りの北大のGPA制度の話をさせていただきま
した。
まず「教育の質保証」。一昨年12月に中教
審の「学士課程教育」答申がでてから「教育
の質保証」という言い方が普通になってきま
したのでそれを使っていますが、それまでは
「単位の実質化」といっていました。「総合

引き続きまして、北海道大学高等教育

的取り組み」というのは、まず制度の整備。

機能開発総合センターの安藤厚教授のご報告

主にカリキュラム改革のほかに、成績評価シ

に移らさせていただきます。題目は「北海道

ステム、厳格な成績評価、GPA制度、CAP制

大学における教育の質保証の総合的取り組

等の整備。それから教員の工夫。授業内容・

み、成績公表・GPA制度・CAP制の運用がも

方法の充実。これらは最近の中教審答申や設

たらしたこと」です。どうぞよろしくお願い

置基準で要求されていることです。

石田

いたします。

その目指すところは、自習促進。日本の大
学生は勉強しなさすぎる。国際的に「これで

安藤

北海道大学の安藤です。よろしくお

願いします。
北大の高等教育機能開発総合センターとい
うところに属しています。ただし、本籍は文
学研究科でロシア文学が専門です。センター
では全学教育委員会小委員会の委員長を4
年、高等教育開発研究部の部長を4年、合わ
せて8年センター長補佐を務めて、今年、定
年で卒業するところです。
今日は「北海道大学における教育の質保証
の総合的取り組み〜成績公表・GPA制度・
CAP制の運用がもたらしたこと〜」という題
で、 こ の 8 年 間 に 北 大 で 取 り 組 んで き た こ
と、高等教育の改革、あるいは教育の質保証

は競争に勝てない」ということで自習促進が
求められています。そのときに、受験生の母
親のようにただ勉強しろ、勉強しろ。あるい
は伝統的な大学教育では、自己責任。大学生
なんだから自分で勉強しろといっているだけ
では、いまの学生は勉強しませんので、適切
な課題を与え、きめ細かな修学指導をおこな
う必要があります。
北大では、昨年秋に補正予算でアカデミッ
ク・サポート推進室をつくりました。1年後
の平成23年度から、文系100人、理系1000人
の規模で、所属する学部学科を特定しない
「総合入試」を導入するのにともなって、学
生の進路選択をサポートする学習支援・修学

などについて紹介させていただきます。
さきほどから九州大学の21世紀プログラム
や京都大学の若手研究者ネットなどについ
て、それぞれとても興味深いお話を聞きなが
ら、そのあとでわたしの話はどうつながるの
だろうかと考えていました。多分つぎの半田
先生のお話の前座という意味合いでしょう。
半田先生とは、もう5年ほど前からのお付き
あいです。大学教育学会の京都大学での大会
でGPAについてのラウンドテーブルを半田先
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多様化」に対応して基礎科目・外国語科目を
中心にカリキュラム改革をおこないました。
その間2003年から「適正な成績評価」の取
り組みをはじめました。これはもとは「厳格
な成績評価」といっていました。1998年頃の
大学審議会答申にでてきます。厳格な成績評
価というと、成績評価を厳しくしてどんどん
下げればいいのかといった誤解も生じるの
で、わたしどもでは厳密な評価、厳正な評
指導組織をつくりはじめたところです。
その上で、学生が努力し、単位の実質化、
授業の実質化を進めれば、いわゆる「学士
力」の向上に結びつくだろう。これら全体を
まとめて総合的取り組みといっています。で
すから、今日の話は狭い意味でのGPA制度だ
けのお話ではありません。
北大の教育改革の歴史としては、国立大学
はみな同じだと思いますが、1995年に教養
部を廃止し全学教育を開始しました。それま
での教養教育を、各学部に散ってしまった先
生たちの全学協力によって、全学教育として
維持・発展させていくためにわたしどものセ
ンターができました。
それ以後、だいたい5年ごとに、かなり大
きなカリキュラム改定をしています。2001年
（平成13年）の教養教育「コアカリキュラ
ム」の導入。それから2006年（平成18年）
には、高校の「ゆとり教育」の世代が大学に
入ってくる、それにともなう「学生の学力の
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価、あるいは「適正な」評価といっていま
す。
2005年にはGPA制度、2006年から履修単
位の上限設定（CAP制）を導入しました。そ
の中身をつくるためには、授業改善と自習促
進、学生と教員、両方の意識改革が必要で
す。
教養教育や総合的教育についても少し触れ
たいと思います。これは平成15年採択の特色
GP「進化するコアカリキュラム」でつくった
画面です。左側に北大の理念を掲げてありま
す。クラーク博士の「ボーイズビーアンビ
シ ャス 」 に さ か の ぼ る 「 フ ロ ン ティ ア 精
神」。また札幌農学校は外国人教員で始まっ
た学校ですから、「国際性の涵養」。さらに
「全人教育」と「実学の重視」。これはひと
つには、クラークの母校アマーストカレッジ
は典型的なリベラルアーツカレッジで、その
教育伝統がいまも文系・理系を通じて重視さ
れています。また、クラークは札幌農学校に
来る10年前、アメリカでも新しくできたばか
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りの実学の大学であるマサチューセッツ農科

えば、水産学部の演習船に乗って3泊4日の

大学の学長になり、在職のまま札幌農学校の

フィールド体験型ゼミなどがあります。それ

プレジデント（教頭）になったわけで、その

から道北の研究林、日本で一番寒いところで

実学の精神も重視しています。それらを起源

冬に、こういう地域の活性化はどうしたらい

とする4つの理念を、平成15年、法人化直前

いのか、学習しています。あるいは日高の牧

に決めました。それに対応する国際交流科目

場、映画『北の零年』の舞台はこのへんです

や教養「コアカリキュラム」の充実が当時の

が、そういうところに学生を連れていって体

中心課題でした。

験型学習をやっています。

同時に、このごろはよく教育目標をはっき

国際的な取り組みとしては、平成16年採択

りさせるよういわれます。北大では、ちょう

の獣医学部の特色GPがあります。ザンビア大

ど2000年新ミレニアムに入るとき、未来戦略

学は北大の獣医学部が指導してカリキュラム

検討ワーキンググループが評議会のもとに置
かれて1年間喧々諤々の議論をしました。そ
のときに21世紀の北大の教育の目標とされた
たのが、(1)高いコミュニケーション能力、
(2)社会・文化の多様性の理解、(3)創造的思
考力と建設的批判能力、(4)社会的責任と倫理
の自覚、の４つです。
学士課程教育答申がでて、分野を越えた
「学士力」が強調されて、そこにあがってい
る項目をみて、北大は4つの教育目標でだい
たいカバーできていると思ったものです。
それから体験型学習。成績評価のことをい
うと、学内でも、受験勉強のようなつまらな
いガリ勉主義を奨励するのかといった批判が
でます。ですからそれだけではありません、
といいたいのです。体験型の学習は学士課程
教育答申でも推奨されています。特色GP「進
化するコアカリキュラム」のなかで進めたの
がフィールド体験型一般教育演習です。たと
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業は45時間の学習が必要とあるのを前提とし
ているわけで、これはちょっと冗談じゃない
よと思いました。認証評価ですから、こちら
は試験を受ける立場で、これではダメといわ
れたら弁解は通じません。
それから成績評価基準、卒業認定基準の設
定。それに沿った適切な実施。これらについ
ても考えなければいけないということで、た
またまそのころ18年度からの新カリキュラム
の検討のピークの時期だったので、では一緒
をつくった大学で、そこに学生を連れていっ
て、一緒に教育をおこないました。それから
「進化するコアカリキュラム」の延長線上
で、北大には研究林、牧場、臨海研究所など
いろいろな附属施設が北海道で19、遠くは和
歌山にもありますが、それを活用したいろい
ろな環境教育を地域活性化ともつなげてやっ
てきました。平成20年度からは教育GPで博
物館を舞台とした体験型学習に力を入れてい
ます。
つぎは、単位の実質化の背景となる教育評
価の話です。北大で単位の実質化の取り組み
をはじめるきっかけは、平成16年の秋に大学
評価・学位授与機構が初めて公表した、認証
評価のための大学評価基準という文書でし
た。そのなかに「単位の実質化への配慮がな
されているか」という項目があって、例示に
は「授業時間外の学習時間の確保」等があげ
られています。これは設置基準に1単位の授
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にこれをやろうということになりました。
そのあと20年12月に学士課程教育答申が
でました。中教審は「単位制度の実質化」と
いっていて、この答申には単位制度の実質化
や成績評価について詳しく書いてあります。
それでも、わたしどもは16年頃から問題意識
をもっていましたので、ああたいしたことは
ない、われわれは5年は先に進んでいるか
ら、5年の余裕はあるなという印象でした。
単位の実質化の取り組みとして、北大で具
体的にやってきたことをあげます。北大はわ
りとこの分野では進んでいる、やや突出しす
ぎじゃないかといわれるぐらいいろいろやっ
てきました。ただ、ずいぶん時間をかけて
やっています。ですからときどき講演に呼ば
れてお話をする機会には、着実に、ただし急
ぎすぎず、時間をかけて十分に話し合うほう
がいいとお話ししています。
さかのぼると、北大では1997年に初めて
学業成績評価についての教員・学生アンケー
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ト調査をおこなっています。これは当時、国
立大学はどこも同じだと思いますが、全学の
点検評価委員会ができて、その最初の大きな
仕事としてこういう調査をしました。

討などをはじめました。
2004年には、教務情報システム更新の時期
に合わせて2005年から「優」の上に「秀」
評価を導入し併せてGPA制度を導入すること

その時にGPAやCAP制も調査項目に入って

が決まりました。その頃、先ほどの大学評価

いますけれども、だいたいはみな時期尚早、

機構の大学評価基準や中教審の将来像答申が

本学にはなじまないというのが教員の意識で

でて、国の高等教育政策のかたちがかなり

した。一方、学生からは、成績評価のばらつ

はっきりしてきましたので、それに合わせな

きがひどすぎる、隣のクラスは優ばかりで、

がら進んできたわけです。2006年のカリキュ

こちらのクラスは不可ばかり、どうしてくれ

ラム改定に合わせて、GPA制度の本格利用を

るという不満が噴出しました。これはなんと

始め、1年次にCAP制を導入しました。

かしなきゃいけない、でもどうにもならない
ね、というのが当時の率直な印象でした。

今日のお話の中心は、北大の単位の実質化
の取り組みのデータの紹介です。こうした取

それから2000年に学校教育法が改定され

り組みを進めて、その結果、それこそ「山が

て、履修単位の上限設定（CAP制）を導入す

動いた」という感じのデータがでてきました

れば、成績優秀な学生については上限設定を

ので、それをご紹介したいと思います。

はずして、3年間で早期卒業ができるという
規定ができ、本学の通則もそれに沿って改正
されました。3年で卒業できる学士課程をつ
くるという機運もありましたが、結局はそ
れっきり実際にはなにも動いていません。
それでも教務委員会のワーキングでは検討
が進んで、2002年に「成績評価基準の明示と
厳格な成績評価の実施等について」という教
務委員長（総長）の通知がだされました。こ
れを受けて、全学教育科目については、2003
年から成績評価基準のガイドラインの作成、
成績評価結果の公表、成績評価の妥当性の検

ですから今日は、GPA制度が良いか悪い
か、そういう議論をするつもりはありませ
ん。総合的な取り組みがうまくかみ合えば、
それなりのよいデータがでてくるというお話
をしたいと思っています。
それから、これは半田先生からのご質問で
すけれど、北大では、学生1万8千人、教員2
千人近くの大きな組織でありながら、どうし
てこういう取り組みができたのか、強力な
トップダウンの組織・システムができている
のか、という疑問があるかと思います。これ
は北大も他の大学とそんなに違いません。総
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長や理事・副学長はそんなに勇ましい方たち

か、あの先生は甘いとか、そういう学生の噂

じゃない。むしろ調和型の、学内合意を重ん

は聞いていても、同僚の先生の成績の付け方

じる人たちですが、ただ制度として、教育研

に関心を持つこと自体ちょっとタブーのよう

究評議会とは別に、全学の教務委員会という

なところがありました。それをとにかくオー

ものがあります。12学部、18研究科等の代表

プンに開示しようということです。

が集まる委員会です。普通は教務委員会とい
うのは各学部かぎり、大学院かぎりのもの
で、教務的な問題を全学で検討するという場
はないのかも知れませんが、北大ではそれが
全学的な調整の場として機能しています。

最初は掲示と冊子で、成績分布を授業科目
別・クラスごとに公表しました。1回目は掲
示の前に黒山の人だかりができて、冊子は飛
ぶようにはけて増刷したり、たいへんな反響
でした。でも、それは1回か2回だけです。そ

それから法人化にともなって、それまでの

のあとすぐに学生の関心はなくなりました。

総長補佐が役員補佐に変わって各役員を補佐

いまはWEB上でオンラインで公表していま

し、教育・学生担当副学長の率いる教育改革

す。

室ができました。ですから、教育改革室で改
革案を検討して教務委員会にだし、合意が得
られれば進められるシステムが動いていま
す。

そのあとは、成績評価の妥当性の検討。評
価に極端な片寄りがないか点検して、極端な
事例があった場合には然るべき措置をとるよ
うにということです。最初は優（あるいは秀

単位の実質化の取組みの中身ですが、

と優合わせて）何％以上とか、不可と可を合

2003年の「成績評価基準の明示と厳格な成

わせて何％以上とかでチェックしていました

績評価の実施等について」で要求されたの

が、いまはクラスごとのGPAを基準にしてい

は、いってみれば当然のことで、まず授業科

ます。最近は全学教育全体のGPAの平均値は

目ごとに成績評価基準をガイドラインのかた

およそ2.4ですから、その 0.6を超える場合

ちで明確化することです。

は、担当教員に事情を問い合わせます。あま

全学教育では、物理とか数学とか英語とい
う一つの科目を、10人、20人の教員が担当
していますから、成績評価基準のガイドライ
ンは当然必要だということです。
それから、そのガイドラインに沿って、
個々の教員が自分のシラバスに到達目標とそ
れに対応する成績評価の基準等をきちんと書

り少人数の科目に基準を厳密にあてはめても
意味がありませんから、外国語では１クラス
25人以上、物理や数学などでは50人以上の
クラスを対象にしています。したがって、平
成20年1学期には、開講科目927科目のう
ち、対象科目は345科目に限られ、そのうち
問い合わせの実績は17件、対象科目の4.5％

くように。これもいまでは当たり前のことで
すが、成績評価基準といわれてもピンとこな
いという教員もいて、いまでも細かいところ
ではいろいろ議論があります。
つぎに成績評価結果の公表です。これはク
ラスごとの成績分布にばらつきが多すぎると
いう学生の批判に対応するためには、ある程
度の標準化が必要だということです。そのた
めに、クラスごとの成績評価結果（分布）を
公表する。それまでは、あの先生は辛いと
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ほどです。これはあくまでも、ひょっとする

るように取り組みなさいという指導をした上

と極端な片寄りではありませんか？事情を教

で、指導教員がサインをすると履修登録が完

えて下さいという問い合わせです。片寄りだ

成するという仕組みだと聞きましたが、北大

と断定するのはむずかしいもので。ただ、伝

ではとてもそこまではできません。

統的な考え方からすれば、そういう問い合わ
せがくること自体心外だという反発は当然あ
るわけです。なかには、こんな大学にはいら
れない、辞めてやるといって本当に辞めた先
生もいます。定年まで2年くらいなので、も
う辞めたいということだったとは聞いていま
すが、まあそれは仕方がないと思っていま
す。
それからGPA制度の導入。これは2005年
は試行としてともかく計算式を動かそう、本
格利用は2006年からということでスタート
しました。
GPAに関する議論では、入口で必ず、なん
のためにそんなものが必要なのかといって、
もめるわけです。そこでまず修学指導。1年1
学期のGPAがでたら、秋、成績不良の学生を
中心に、修学指導をしてほしいとクラス担任
にお願いしました。全学教育委員会として
は、せめてクラスの半分、クラスの平均より
も下の学生については、ちょっと呼んで、ク
ラス担任が連絡をとって様子を聞いてほしい
とお願いしました。しかし、現場の先生は、
冗談じゃない、落ちこぼれにそんな手間はか
けられないとなります。クラス担任は各学部
で選ばれていますので、あとは各学部に判断
を任せました。ですから、下のほうの成績の
悪い者を数名、あるいは留年のおそれのある
数名とかの場合もありますが、それでも少し
ずつは修学指導をやってもらえるようには
なっています。
わたしどもも最初は、国際基督教大学
(ICU)でやっているようなアドバイザー・アド
バイジー制度を考えました。学生一人一人に
指導教員を一人ずつつけて、毎学期の成績が
でると、つぎの履修登録のときに、教員が相
談にのって、あまり成績が悪い場合は、つぎ
の学期はむしろ少ない科目でよい成績がとれ

あとは特例措置。本来は成績優秀な学生に
は上限設定をはずして3年で早期卒業できる
措置なのですが、とりあえずGPAの平均点、
いま全学教育全体で2.40くらいですが、それ
よりも上をとったらつぎの学期には上限設定
よりも4単位余分にとれるようにしました。
それから授業料免除の基準。そのほか、北大
には1年次の成績をもとにして新渡戸賞とい
う報償制度があります。学生40人に1人ぐら
い、全学で90人ぐらい、1年次の成績が良
かった学生に20万円を贈る制度です。これは
前の総長の主導で始まりました。
それから学部・学科によっては、進級や学
科分属などの基準に使っているところもあり
ます。将来は、GPAがとくに悪い者、たとえ
ばアメリカ式だと、2.0以下の学生には退学
勧告だとか卒業できないとか。あるいはもう
すこし穏やかなところでは、大学院の入学試
験免除の基準とかいろいろ検討していますけ
れど、これらはすべて今後の課題です。
それから2006年の新カリキュラムと同時
に、履修単位の上限設定を導入しました。理
念としては、履修科目を精選して「少ない科
目に集中して取り組む」、これからは「量よ
り質の教育」ということです。ただしこれ
は、教員の側にも強い抵抗がありました。学
生がいまよりも自習をするはずがない、授業
数を減らしたら、結局、学生たちは遊ぶだけ
だという反対もありました。データをみる
と、わたしは、そうでもない、学生の反応は
もう少し前向きだという印象を持っています
けれど、いつももめるところです。
もともと設置基準では、1単位の科目の学
修時間は45時間が標準です。通常2単位の講
義科目なら90時間、15週で週6時間です。北
大では1回の授業時間は1.5時間ですから残り
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4.5時間は自習ということで、それにそった

について自習時間の分量を決めるなんてとん

カリキュラムをつくる必要があるということ

でもないという反論がでましたが、ともかく

です。そんなのは基準のほうが間違っている

書いてもらうことになりました。

という議論はありますが、そういっても始ま
りませんので、わたしは最初、これは制度的
なつじつま合わせです。2単位の1科目なら1
週6時間の勉強、自習は4.5時間の計算にな
る。この前提で、あんまりたくさんの授業を
とったら、つじつまが合わないから、制度の
整合性を保つには上限設定が必要なんだと、
当時はそんな風に説明していました。
ですから単位の実質化とは、あくまでも制
度の問題ですといっていたのですが、先生た
ちは結構まじめで、それはおかしいんじゃな
いか、実際に勉強させる、自習をさせるには
どうしたらいいのか、そこをきちんと考えな
いとダメじゃないかという話になって、それ
ならその方策を考えようということになって
います。
2009年には、シラバスに「準備学習（予
習・復習）等の内容と分量」という項目を新
設しました。「準備学習等についての具体的
な指示」が必要ということは、学士課程教育
答申でもいわれていて、文科省の「大学にお
ける教育内容・方法の改善等について」とい
うホームページにも毎年データがでていま
す。それじゃ、シラバスにこういう項目をつ
くろうということで、教務委員会にだしたと
き、学部の先生からは、そんなもの書けるは
ずがない、全学教育ならともかく、専門教育
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それから、今後の課題は授業改善と自習促
進による単位の実質化です。これは、北大で
は学生をうまく指導すれば、それなりに勉強
すると思えるのですけれども、教員のほう、
とくにベテランの教員の意識がついてこな
い、という感じはあります。ですから授業改
善の方策を具体的に考えなければならない。
これからおみせするデータから、わたしど
もは18年度のカリキュラム改革とCAP制の導
入、単位の実質化の取り組みは大成功だった
と思っています。それなりの成果をあげたの
で、次期中期目標・中期計画では「教育効果
を検証しつつ，単位の実質化を推進する」
「GPA等に基づく厳格な卒業認定基準を全学
において導入する」という計画を立てまし
た。
これはいわゆる出口管理の問題です。むず
かしそうにもみえますが、必要であるし、実
現可能と思えるので、これでいこうというこ
とになりました。つぎの6年間で、わたしは
定年でもういませんけれども、たとえばGPA
が2.0以下の学生は卒業できないという制度
を導入することは、GPAの現状をみている
と、将来は十分可能になると思います。
単位の実質化、授業改善と自習促進には
FDも重要ですが、今日はほかにもFDの話が
ありましたので、だいたい省略します。北大
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きました。それについて、さまざまな議論が
北大のセンターニュースに載っています。ご
参考にしてください。
それから、何のために適正な成績評価か。
まず大学のなかで、他のクラスとあまりかけ
離れると困ります。それからいま国内では単
位互換がありますから、他大学と比較できな
いのは困ります。それから国際化の時代です
から、国外の大学との比較も必要です。いろ
では十年間、全学FDなどをやってきました。
他大学よりすこし進んでいるのは、TA研修を
大規模にやっていることです。いまは毎年、
全学教育で250人規模のTA研修会をやってい
ます。
全学FDでは主にシラバスの書き方をワーク
ショップ、少人数のグループ討論のかたちで
お教えしているのですが、これがなかなか理
解されない、徹底しない。そのときはわかっ
たと思っても、2年もたてば授業の目標と到
達目標はどこがどう違うのですかと問い合わ
せがきたりします。そこで昨年から「シラバ
スコンクール」を始め、シラバスの改善をは
かっています。
成績評価についてもいろいろ議論してきま
した。まず絶対評価か相対評価かでもめま
す。教育学部の先生にいわせると、明治の学
制発布のときに大論争があって、高等教育は
絶対評価、初等中等教育は相対評価と決着し
たのだからいまさらひっくり返すのはむずか
しいでしょうとか、いろいろな議論を聞いて

いろ聞くと、日本ではGPAのデータをだして
みると、これが低すぎる。北大では平均2.4
ですけれども、日本の大学の先生たちはどう
も辛い点をつける。アメリカや韓国では、
GPAが社会的に認知されていて、就職などで
有利になるよう、優を乱発する先生が多く
て、そのために相対評価を導入しそれを抑え
るようにしているようです。
同志社大学の先生にうかがったのですけれ
ども、協定校に留学で2.5ぐらいのGPAを持
たせてやると、3.0でも、こんなGPAの低い
学生は受け入れられないとはねられることが
あるのが実情だそうです。そういうアメリカ
や韓国の教育がいいとは思いませんけれど、
それにも対応はしておかなくてはならないで
しょう。
時間もなくなってきましたが、2006年を中
心にしたデータです。まず１年前期の新入生
の平均履修単位数です。文系の学生は2005年
に25単位くらいとっていましたが、2006年
のCAP制導入にともなって20単位くらいにな
りました。平均5単位減です。一方理系の学
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生は2005年には32.1単位、2006年には22.4
単位、10単位減です。
このときはつらい時期でした。教務の窓口
に保健学科の女子が来て、とりたい科目が取
れないと泣いていったとか。保健学科は必修
科目が多くて、上限設定の結果、選択科目は
１科目くらいしか取れないそうです。保健学
科はその２年前に三年制の短期大学部から四
年制になったばかりで、彼女は北大は教養教
育も充実していて総合的な学習ができると聞
いたから北大に入った。こんなことなら専門
学校へいっても同じだったと泣いていたと
か。
総長が参加する「北海道大学の人と学問」
という科目では、前年まで350〜400人の学
生がいたのに、その年最初の授業に総長が来
たときには30人しかいなかった。どうなって
いるのかと。ある人にいわせると、そりゃ
あ、上限設定で本当に必要な科目だけとれと
いったら、みんな必要ないと思ったのだから
（笑い）、それだけのことじゃないですか、
となります。それからあちこちの会議で総長
が「今度の改革は失敗じゃないか」いってい
ると聞こえてきました。さすがにわたしに面
と向かってはいいませんでしたけれど（笑
い）。
でも、そのあと、いろいろデータをみてい
くと、後期になるとあまり問題ないというこ
とです。後期はもともとそれほどとっていな
かった。１学期だけが問題だったのです。
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それからGPAですが、これは後期のほう
が、慣れてきて、どうしても少し成績が落ち
ます。2005年、GPAの最初の年の前期の平均
が2.23。最初の年は、ひょっとしたら2.0よ
り低いのじゃないかと心配していたのです
が、なんとか2.23でした。これが2006年上
限設定とともに2.36となり、0.13ポイント上
がりました。その後も少しずつ増えていま
す。一番最近の2009年前期には2.4になりま
した。後期は少し落ちるのですが、それもだ
いぶよくなりました。これはごくわずかな変
動で誤差の範囲ではないかという意見もあり
ますが、一学期あたり3万?4万件のデータで
すから、これが0.1ポイント動くっていうの
はたいへんなことです。他大学の数学の先生
にうかがったら、GPAが0.1動くことはあり
えないとおっしゃっていましたが、CAP制と
連動させることによって、これだけ伸びまし
た。でも、特色GPの審査のヒアリングでは、
それは履修科目を絞り込めば、一つひとつの
科目の成績が上がるのは当然でしょう、と一
蹴されました。それでものべ3万件規模でそ
れが動いたというのは、ほんとうに「山が動
いた」という印象です。
成 績 分 布 は こ のよ う に 変 化 し ま し た 。
2005年と2006年にGPAとCAP制が入ったの
ですが、まず「秀」評価が新たに加わり、そ
の割合が8.7パーセント。2005年の分布はあ
きらかに良が中心です。それが2006年には、
優と良がほぼ同じ、秀と可がほぼ同じで、不
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い２時間勉強したという学生が3割くらい、3
時間という学生が3割くらいになります。こ
れは13人の教員の履修者250人ほどのデータ
ですから、かなり意味のあるデータです。
情報学は2006年の新カリキュラムで、高校
で情報教育が始まったのに対応して授業内容
を一新し、ラーニングマネジメントシステム
(LMS)を利用して、予習復習の課題をだし学
生にレポートをアップさせるなどいろいろな
工夫をして、ここまで頑張ったのです。ただ
可が4〜5％というふうに分布がガラっと変わ

し、学生からの反発がもの凄く強くて、授業

りました。現在では優と良が33パーセント、

評価アンケートの総合点が最下位近くに下

秀と可が13パーセントでほぼ安定しました。

がってしまい、とくにワークロード、授業で

また、「自由設計科目」制度といって、選

要求される作業量が不適切、多すぎると非難

択科目で、卒業単位には算入せず、GPAから
も除外される登録枠を設け、不可の場合に
は、事後でも自由選択科目に登録変更できる

の矢面に立たされました。翌年には先生のほ
うも疲れてしまってデータが下がっていま
す。

制度を取り入れました。その結果、GPA平均

それから、基礎科目、物理、化学、数学で

はだいたい2.50に収斂する方向になっていま

す。これは最初の年はぜんぜん動きませんで

す。

したが、2年目は、理系の先生は真面目です

自習時間については、学生による授業評価
アンケートのなかで2006年から質問してい
て、このデータが着々と伸びています。設問
は、この科目の１回90分の授業のためにどれ
だけ勉強していますかと聞いて、選択肢は30
分以下、おおよそ1時間、2時間、3時間、4
時間以上、です。これを30分以下は0.25時

から一所懸命宿題をだすわけです。そしてTA
を使って採点して、少しずつデータが上がり
はじめました。けれども、3年目に下がって
います。どうしたのかと聞いたら、いや疲れ
たと（笑い）。1年頑張ったけど疲れたと。
だから、単純なガンバリズムだけでは限界が
あります。

間、あとは1、2、3，4時間として平均したも

2006年新設の2単位の外国語演習は多少変

のです。結果は、講義と演習では演習のほう

動がありますが、伝統的な1単位科目の外国

が5割くらい自習時間が多い。ただし、講義

語はびくともしません。教育システムが変わ

は着実に伸びているけれど、演習のほうはや

らない限り、そう簡単には変わりません。

や頭打ち。選択科目よりは必修のほうが多少
は勉強している。講義科目では先生がしゃべ
り続けて、では参考資料を読んでおくように
といっても学生はほとんど勉強しない。0.9
時間くらいです。
全学教育では、一般教育演習は1.3時間く
らいで、かなり勉強します。
共通科目では、とくに情報学が頑張ってい
ます。2年目は2.15時間です。これはだいた
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つい最近公表されました。全体平均で、統計
を取りはじめた2006年度1学期、自習時間は
1時間以下が78.4％でしたが、3年後の2009
年度1学期には70.3%で、8ポイントも下がっ
た。これはかなり大きな変化です。講義と演
習、必修と選択でも同じような傾向です。外
国語も少し動いています。

一人ひとりの教員の授業改善の努力では、
こういう3万という学生相手では焼け石に水
のようです。ただしシステムをうまく変えれ
ば、それなりにデータが上がってきます。
学部別で、専門科目の講義だけをみると、
あまり勉強してないようです。ただ、法学部
や歯学部では、国家試験目指してガンガン勉
強している。歯学部は教養教育は完全な手抜
きですが、専門になるともう国家試験のこと
だけを考えて勉強していることがかなりはっ
きりでています。文学部は、GPAは全学で
1、2を争う高さで、授業評価アンケートの評
価も高いのですが、勉強はあまりしていませ
んというデータです。学生に聞くと「だっ
て、文学部の授業ってそんなに死ぬほど勉強
してもしょうがないでしょう」ということで
す（笑い）。でも、教務員長はちょっと気に
しています。
ただ3年間を通してみれば、どこの学部も
着実に上がっています。1割から2割。これは

こういうデータはあくまで限定的なもので
す。たとえば文学部の先生にいわせると、授
業のための勉強だけが勉強じゃないだろう。
授業に関係ない読書をするのも勉強、コン
サートや美術館にいくのも勉強、それを評価
しないとダメじゃないか。まったくその通り
ですけれど、とりあえずこういう枠でデータ
を注視し、授業とは別の「学び」について
は、それはまた別の調査方法を考えたいと
思っています。
中教審答申にでている学習時間の国際比
較。日本の学生の授業内外の学習時間の総計
はフィンランド、オランダなどとたいして変

2006年度に単位の実質化で、もうちょっと勉
強しなさいというキャンペーンを、学生と教
員向けに始めたわけですけれども、それが結
構効いている。これはあくまで学生の自己申
告によるデータですけれど、とにかく雰囲気
が変わってきている。もうちょっと勉強した
ほうがいいのかな、という認識が学生の間で
かなり広く浸透してきているのではないかと
思っています。
最新の平成21(2009)年度１学期のデータが
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わらないけれど、授業外の学習が極端に少な
い。それを何とかせよとにいわれているわけ
で、単位の実質化というのは授業の分を少し
減らしてでも、自習時間を増やしなさいとい
うことだろうと思っています。
そうすると、授業時間を削るのはおかし
い、自習時間を延ばせといわれているのだか
ら、授業時間は履修単位の上限設定などしな
いで自由にして、自習を増やせ、という議論
がでます。でも当面それは無理でしょう。実
際には不可能と思います。
これは1週あたりの学習時間なので、北大
でもアンケートをとってみました。2008年で
すけれど1学期2学期はほとんど同じで6.5時
間、だいたい6?7時間くらいで、日本の大学
のなかで北大はとくに頑張って勉強している
わけではない。まあ中くらいですけれど、あ
る程度の組織的取り組みをしていけば少しは
増えていくだろうとみています。
つぎに授業評価アンケート。北大ではこの
10年間、学生による授業評価のデータは全体
として着実に上昇していますが、多少の起伏
があって、最初の2、3年はぐんぐん上昇し、
つぎに中だるみで頭打ちから減少にむかい、
新しい取り組みが始まると再び上昇します。
総合評価の推移は、外国語はいつも高く、そ
のほかの全学教育科目は専門科目と比べてあ
きらかに低かったのですが、2001年、2006
年のカリキュラム改革を経て、差がどんどん
狭まってきて、そろそろ逆転する勢いです。

ですから、一定の組織的な取り組みをすれ
ば、それなりのデータがでてくるものと思わ
れます。
学部別でも、文学部は一貫して満足度が高
いのですが、最近はやや頭打ちです。医学部
は専門科目についても最近いろいろな取り組
みをして、頑張ってどんどん伸びています。
いろいろなカリキュラム改革をしているせい
ではないかと思います。一方、工学部は学生
数が多いこともあって、一貫して低いです。
平成19年度には、授業評価アンケートの総
合点でも、GPAでも、学部間の差が少なく
なってきています。単位の実質化を進めると
均一化が進み、能力があるのにサボっている
とか、そういう部分が真ん中辺に集中してく
る現象が起こっているのではないかと思いま
す。
データに基づいた教育改善を目指して、今
年度採択された戦略的大学連携事業では、同
志社大学を代表校として、大阪府立大学、甲
南大学、北大が連携して、IR (Institutional
Research)ネットワークをつくり、教育関係
のデータを集めて、それを相互に比較してみ
よう。将来は、アメリカでおこなわれている
ような全国的な学生調査のシステムをつくっ
ていきたいと考えています。こういうデータ
を、当面はいろいろな大学で独自にとられ
て、それを積極的に公表していただけるとあ
りがたいと思っています。
北大の学生は毎日1時間しか勉強していま
せんというようなデータを公表すると、高等
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教育改革で著名な先生が「北大生は毎日平日
1時間しか勉強してない、とんでもないこと
だ」と講演で話されたことがあります。北大
だけがデータを公表して、袋叩きにあうのは
損ですから（大笑い）、みなさんの大学でも
こういうデータをとって、多少でもいいデー
タがでたら公表していっていただけたらあり
がたいと思っています。
ご静聴ありがとうございました。（拍手）
石田

安藤先生、ありがとうございまし

た。
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カラーコードベンチマークと
機能するGPAがもたらす質保証の進化
とはなにか

石田

引き続き本学教育開発センターの半

田教授の報告に移らせていただきます。題目
は「カラーコードベンチマークと機能する
GPAがもたらす質保証の進化とはなにか」で
す。よろしくお願いいたします。
半田

本日2月13日は外は寒いうえに、あ

いにく雪までちらつく悪天候でした。しか
し、室内は熱気ですっかりあたたまりまし
て、天気のことも時間の経過とともに、つい
忘れてしまう状態になりました。この熱気を
予想して本日は英国からTynant社のミネラル
ウォーターを取り寄せまして、せめて水分補
給だけは怠らないように、と思いましたが、
いかがでしょうか。まだ若干残っていますの
で、必要に応じてどうぞご遠慮なく会場の係
の者に申しつけてください。
さて、最後になりました。ただいま紹介に
ありましたタイトルで、若干お話しいたしま
す。今の北大の安藤先生の、ブルドーザーの
ような果敢な実際の改革のお話とはちょっと
違いまして、わたしの話はこれから進めよう
としている施策についての構想の話が主体で
す。
全体のトーンは、もし「教育の質保証の進
化」というかたちを考えるとすれば、どうい
うことになるのかというあたりに照準をあわ
せ、具体的にこのお茶の水女子大学が今般採
択を得ました文科省の「大学教員推進プログ
ラム」の内容をもとにしながら、これから取
り組んでいこうとしている改革の一端につい
て紹介できれば、と思っております。

さて、「教育の質保証」ですが、この質保
証というのはいったいどういう意味なのかと
いうことは、とりあえず一番大きな問題では
ないでしょうか。一般に質の保証といえば、
これは品質の保証のことだろうと考えるで
しょう。むろんこれはまず第一に押えておか
なければならないことでしょう。すると当然
これは何の品質なんだ、ということになりま
すが、教育の場合は享受する内容、そしてそ
れに対して学習がいかに達成されるかという
ところのクオリティを保証していく、という
ことになるかと思います。
ただ、もう一つとくに大学としては考えね
ばならない質保証が、おそらくあるだろうと
思えます。それはいろいろないい方があるか
と思いますが、『特質』の保証ということ
が 、 あ げ ら れ る は ず で す。 英 語 で い え ば
propertyということでしょうか。いろいろな
専門科目やコース、学部学科が構成されてい
る大学にあっては、その多様な専門性の特質
が問われることになるわけです。本日は九州
大学の「21世紀プログラム」の話も紹介され
ましたけれども、このユニークなプログラム
も、ある意味では専門的な総合性を高めると
いうところにその特質をおいていらっしゃ
る。しかも同時に、広がる学生の多様化に応
じて学生個々の特質にあわせたプログラムを
つくりあげていくねらいがあると拝見しまし
た。
このように多様な学生、あるいは多様な履
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修のパス、この特質に応じるという意味で

うとしています。本学は文教育、理学、生活

の、品質保証、質保証ということが、高校ま

科学の3学部しかない小規模大学ですが、そ

での学校教育とは異なって、大学における教

のなかでもかつてなかったかたちで学内資源

育の質保証として問われていると思われるわ

を有効利用しつつ、できるだけ多様な履修の

けです。

パスを保証し、それによって、先ほどの特質

そうしますと、学ぶというその学習にプラ
スして、どういう学びの修め方をするのか、

の部分の質保証をなんとかこなしていこう、
と考えているわけです。

という点、修めるというプロセスがだいじな

これまでは一定の学部に入学すれば、高年

ポイントになってくる。最近はこの「学修」

次になるにしたがって、専攻の枠にきっちり

という不思議なことばが大学では多く使われ

とはまり込んでいき、結果的にそのなかでは

るようになっていると思うのですが、この学

ほとんどの学生が固定した履修パターンをと

修に焦点化した取り組みが、これからの大学

ることになっていた。いわば専攻やコースの

のひとつのテーマになってくるのだろうと思

特質に学生があわせるかたちになっていたわ

います。

けですが、この先はこれに学生の特質がかけ

そうしたなか、お茶の水女子大ではこの
先、細かくはいろいろあるので省略いたしま
すが、プログラム選択履修制をとる予定でお
ります。これは九州大の21世紀プログラムの
ような、革新的な性質のものではありません
けれども、入学した学生さんが所属した学部
学科、コースの専門領域の科目を学んだのち
に、さらにそれを大学院進学を視野に入れて

あわさるかたちになり、その特質に応じて学
ぶ領域や対象がカスタムメイドで構成される
ようになるわけです。それは選択の幅が増し
て豊かになるわけですが、そうなることで質
が薄まったり、低下してはもともこもないで
すから、その選択の品質保証をしていくこと
がこれからのわたしたちの課題ということに
なってきます。

強化させていく学びの方向をとるか、あるい

たとえば、実際には学生さんが履修の際

は副専攻というほどのものではありません

に、果たしてどういうプログラムをとったら

が、他学科、他学部の科目も履修して、所属

よいのか、といった戸惑いを抱える場面もそ

する学部学科の専門外に学びを広げていく方

れなりにでてくることになるでしょう。です

向をとるか、あるいはすでに構成され研究の

から、学修を支援する仕組みについても従前

進んでいる学際領域にある研究にコミットし

とはちがった手当と質保証を考えていかねば

ていくか、主としてこの3方向の学修をプロ

ならないわけです。

グラム単位で選んでいける履修制度を動かそ

その質保証のためにわたしたちは、新たな
制度として、二つの仕組みとひとつのツール
を持ち込みます。一つは、この特質の多様化
に応える学修を可能にするためのちょっとし
た仕掛けです。
それがこのカラーコードベンチマークシス
テムです。ベンチマークシステムについては
もうみなさん十分御存知のことと思います。
日本の大学では普及していませんが、米国の
大学ではごく普通に100番台の科目だとか
500番台の科目だとかいった具合にコードナ
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大学などはそうした例でしょう。私学では玉
川大学のようにかなり以前からあたりまえに
このシステムを使ってきたところもあります
が、、、。
そこでお茶の水女子大でも平成23年度から
すでに述べた複数プログラム選択履修制度と
呼ぶものを施行し、大幅な履修制度の改訂を
おこなうなかで、学生主体の学修をバック
アップしていくためにカリキュラムにベンチ
ンバーで授業科目の水準をあらわし、複雑多
様なカリキュラムのなかで学生が選択履修す
る際の学修順序性や難易のガイドにしている
わけです。
日本のいままでの伝統的な大学の考え方で
は、専門ごとに必修科目があり、選択科目を
もっていても、ある程度、典型的な履修パ
ターンがあって、学年次配当が決められてい
たりしたために、あえて授業ごとの水準をあ
らわす徴の必要性が感じられなかったのだと
思います。そのため日本の大学ではベンチ
マークというのは、あまり馴染みがなかっ
た。
しかし、ユニバーサルアクセス化で学生が
多様化し、ある専門の学部に入学しても必ず
しもその専門の学問を熱心に学ぶつもりはな
く、むしろ大学の学修資源を十分に使った多
様な学びや幅広い学びを求める学生が増えて
きた。そこで発想としては学部教育、つまり
学部で抱えた学生をそれぞれの学部のなかで
そのまま学修させていこうとする常識を超え
て、学士課程教育、大学全体の教育資源を

マークシステムを導入する予定です。ただ
し、本学は女子大ですから、すこし色気をだ
して、というわけではありませんが、単に数
字で授業水準を表現するのではなく、色分け
でその機能を発揮させるべくカラーコードベ
ンチマークシステムを運用していくことを考
えています。
色分けでベンチマークを表現しますと、履
修の際のガイドとして見やすいだけでなく、
在学中に幾度となく学修のプロセスを確認し
ていく際や、第三者に提示する成績証明書な
どにおいても質的にどのような学修をしたの
か、つまり基礎から中級、上級とそれぞれの
専門を深めていくような典型的な階梯上昇型
の学修を進めたのか、あるいは初球から中級
段階あたりで複数の専門領域の科目を横に幅
広く学んだのか、が一瞥でわかるようになり
ます。
たとえば、シラバスの一覧でも、カラー
コードがつくだけで、履修しようとする科目
がどういうグルーピングのもとにあるのかが
一瞥でわかるようになります。

使って学部横断的、学生主体の学修体系を整
えていこうという方向性が拓かれてきまし
た。
そうしたときに、このベンチマークという
のは全学的な枠組みのなかでの履修に欠かせ
ない指標として生きてくることになります。
そのあたりを視野に入れて、最近、このシ
ステムを取り入れだしている大学もぼちぼち
出始めています。たとえば、新潟大学や一橋
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それから、わたしどもが考えている多様な

ときに、でてくるのがGPAの話ですが、わた

プログラム選択履修制度、これはいったいど

したちはこれについて、とにかく説明力や情

ういうかたちで学生さんがプログラムを選択

報力のある学修績状況の開示をする、そし

していくか、なかなか予測することがむずか

て、それを用いて的確な学修指導に対応す

しいですけれども、これもカラーコードのパ

る、ということに重点をおきます。これは単

ターンによって類別することでガイドしやす

純なことではありますが、説明力と情報力が

くなるはずです。横に広がるか縦に昇るか、

あるということは大学にあってはこれまでに

というみかたは、履修パターンを単純に二次

なかったことですから、まさにほとんどイノ

元的にとらえるということですが、おそらく

ベーションにあたることになるわけです。

多くの学生は、このあいだのどこか、中間的
なところを履修していくことになると思いま
す。けれども、そうした中間的なパターンを
とった場合でも、このカラーコードを見るこ
とによって、それぞれの履修特性をとらえる
ことができるとみております。
それからもう一つの質保証ですが、これに
ついては先に安藤先生からお話いただいた成
績評価の部分、やはり適正な成績の評価の仕
方、どのように学生のパフォーマンスを正当
に評価するのか、というところがだいじなポ
イントになると思います。
評価のクオリティマネージメントを考える

GPAについては、的確に評価された成績を
適正にグレードポイントに変換する。ここが
要です。この当たり前のことが要であるとい
うのは、その当たり前が当たり前にできてい
ない現実があるためです。
GPA制度の前景には厳格厳正な成績評価と
いうことがあります。これまでもずっと話題
になってきたことですが、一体それは何を意
味するのか。これはいまだ議論のあるところ
です。なによりむろんのこと、わたしたちは
常にその教育の営みとして厳格厳正に成績を
評価してきているわけです。その結果、原成
績があるわけで、それがそのまま成績通知や
証明としてあらわされていくのであれば、こ
れは何もいわずとも厳格厳正な成績評価をな
している、ということになるわけです。
ところが、残念なことに、その原成績を
GPAに変換すると、必ずしも厳格に評価した
もとのデータが、そうではないデータに変
わってしまうという実態が多くのケースでで
ている。その話に入る前に前段の話をしま
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す。
安藤先生のお話でも単位の実質化という話
が何度もありました。そのこととはすこし異
なりますが、そもそもこのGPA制度というの
は、単位の「意味の」実質化という面で、と
ても重要な特質を発揮します。まず、この点
を確認しましょう。
これまで長いあいだ、戦後の新制大学以降
といってよいはずですが、大学の成績は、単
位とレターグレード（優良可不可など）とい
う2つの指標が併存してきました。この2つは
関連しているようでありながら、実際は合否
の一点でのみクロスしているようなもので、
基本的には乖離していました。そのため、た
とえば合格圏のなかに入っていれば、成績、
レターグレードがどうであっても、ともかく
単位が出れば、それで一応の目的が達成され
るという基本前提が強く働いていました。今
年度もまもなく3月を迎えるわけですが、こ
の時期になりますと、どの教員の方もご経験
のことと思います。実に興味深いことです
が、毎年、必ずといってよいほど、血相を変
えた学生さんが研究室をノックして飛び込ん
でくるわけです。
「この際、成績はなんでもいいです、レポー
トでも何でも書きますから、とにかく単位だ
けはください」
というわけです。こうした物言いにあらわれ
ているように、結局は単位がとれるか否かが
重要なポイントになってしまっていて、せっ
かく厳格厳正に差異のある成績評価をしてい

ても、幅のある合格圏内においては実際はあ
まりそれが機能していない。ものをいうのは
合否の線上だけだということです。アナログ
仕様が二次的なものに後退していてデジタル
になってしまっている。この単位と成績の乖
離ということが厳格な成績評価にあたっては
まず問題としてクローズアップされねばなら
ない。この乖離を解消する手立てを講じなけ
れば、厳格な成績評価もお題目だけで中身の
ない話になってしまいます。
それともうひとつ、わたしたちが薄々感じ
ていながら、これについてはやはりこれまで
ほとんど対応してこなかったと思いますが、
授業科目によって単位の数が違うわけです。
ここで改めていうまでもありませんが。一方
で1単位科目があれば、卒論のように8単位、
あるいは12単位といった異なる単位数がつい
ている。むろん、その背景には科目ごとに求
められている授業時間外学修を含めた学習時
間がちがうことがあります。しかし、学生の
側からみれば12単位の卒論でAの成績をとっ
ても半期1単位の実験科目でAをとっても、A
の数としては変わらないわけです。通年で一
所懸命、学修負荷の高い科目でパフォーマン
スを上げても、単位数の少ない科目に比較す
るとその努力のほどは成績に跳ね返ってこな
い。これは学修に対する動機づけを損なう仕
組みです。自分たちの学生時代を振り返って
みると、確かAの数が36個以上あれば、三越
に推薦してもらえるといった噂があったため
に、1単位科目をたくさんとってAの数を稼い
だ、といった話もあったわけです。それでめ
でたく三越に入った人たちは今とんでもない
ことになっているわけですが、、（笑い）。
また、別の問題として学修負荷という点で
はたとえば初年次の場合、外国語科目の授業
時間外学修の量は全体に実用英語重視の流れ
のなかにあって多くの大学で、実質的には一
番多くなっているはずです。それにもかかわ
らず、外国語科目の単位は一般の講義科目と
同じ2単位であることが普通ですし、大学に
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よっては昭和の時代のまま実習相当の1単位
科目のままである場合もあるようです。
この実態にあらわれているように、科目に
よって単位が異なることの意味は卒業要件単
位数への加算という点以外のところではとく
に意味をなしていなかったというのが今まで
の日本の大学の常識でした。ここにGPAとい
う制度はメスを入れるわけです。ご存じのよ
うに、GPA算定ではそれぞれの科目の評価
点、グレードポイントにその科目の単位数を
かけ、その総和を履修総単位数で割るという
操作をします。これによって単位と成績が関
係づけられます。すなわち、マイルドなかた
ちですが、より多くの学修時間を要求してい
る大きな単位数の科目での評点はそれに注い
だ努力分、それなりにウェイト高く評価され
ることになります。これは単位制度を基本に
した米国型の大学の基本的な評価の仕方と
いってよいわけですが、その同じ単位制を導
入した戦後の日本の大学もやっとここに来
て、GPA制度を取り入れることでその単位の
意味を実質化させることになるというわけで
す。
このGPA制度による単位の意味の実質化に
ついて非常に単純化した例をあげてみてみま
しょう。上図のような成績評価の一覧があっ
たとします。PさんとOさんが卒業見込み生と
して、面接会場に入ってきたときに企業の採
用担当者は、この2人の成績成果を並べてど
ちらの成績が良かったのか、と考えようとす
ると、たいへん困ってしまうわけです。この
わずか3科目でわからないわけですから、こ
れが実際の成績証明書のように何十科目もの
成績一覧になっていたら、それらを比較して
総合的な見地からの優劣を評価することはほ
とんど不可能でしょう。しかしこれが今まで
の大学の成績証明のありかたでした。結果と
して人を採る側、この証明をもとに評価する
側からすれば、大学の成績というのは情報と
してほとんど役に立たないということになっ
てしまってきたわけです。ひいてはこれが教
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育の質保証の問題提起にもつながってきた。
しかし、これをGPAでみれば、実は両者の
成績差異は一目瞭然です。GPAではふつうこ
ういう換算表がもちいられています（上図-右
端の表）。各レターグレードにGrade Point
が対応づけられている。Ｐさんは哲学でＢを
とっていますので，GPは2.0になります。２
単位科目だったのでこれに２を乗じます。卒
論は８単位科目で英語は１単位科目。大学に
よっては，本学もそうですが，語学を２単位
科目にしているところもあります。しかし１
単位というところも多いかと思います。こう
して計算をすると，GPA値はＯさんの方があ
きらかに高い。しかもGPAを導入されている
大学であればよくご承知だと思いますが，先
ほど安藤先生もおっしゃっていたように、こ
の0.45というGPAの差異は結構大きいわけで
す。
とくにここで表現されている差異のだいじ
なところは、これがその大学のカリキュラム
ポリシーに沿って生じている差異であるとい
う点です。Ｏさんは少なくともPさんに比較
して大学が何を重視しているのかを判断し、
それに応じて学修努力を振り向けた可能性が
認められる。
そうなってくると語学を１単位にしている
大学というのは，いくら本学では語学を重視
していますと表明していたとしても，実際の
単位数が半期で１単位であれば、それはいか
にも具合が悪いわけです。重視というからに
はこれが3単位であったり、4単位であったり
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しても実際はよいわけです。むしろそうでな
ければ単位の意味がカリキュラムポリシーに
沿ったかたちで実質化していないことになり
ます。
この例でいえば、そうした大学のカリキュ
ラムに対する考え方にしたがってＯさんは方
略的な行動をとったことになります。学生を
採用する企業の眼からすれば、こうした状況
や与件にそくして的確に行動がとれる人は、
積極的に評価したいところでしょう。第三者
からすれば成果表現としてはこういう情報こ
そ欲しいわけです。
このような表現性において、GPAとは単な
る成績の平均値に留まるものではないといえ
るわけです。また、こうしたカリキュラムポ
リシーと成績の連動性によって、はじめてカ
リキュラム全体にわたっての単位数の総点
検、見直しといった仕事や議論もでてくるこ
とになります。授業の到達目標とカリキュラ
ムのなかでの難易水準の体系化、明確化と
いったベンチマークにしても、難易をそこに
要求されている学修量、負荷という点から実
質的に単位数の違いとしてあらわし、より困
難な科目でよい成績をとったケースには相応
の加重的な評価をしていくといった造りもで
きることになります。いうまでもありません
が，そうした教育制度体系の整備が単位の実
質化、ひいては教育の質保証に結びつくこと
になります。
ところで先ほどすこし触れましたように、
現況の大方の大学でおこなわれているGPA算
定には大きな問題があります。その背景は日
本の大学が背負った歴史的な特殊事情もあっ
てのことですが、つぎにその点についてみて
いくことにします。
日本ではだいたいこの原成績というのは
100点満点を標準にした素点成績でつけられ
てきた経緯があります。それをもとに4〜5段
階程度のレターグレードをだいたい10点区分
くらいでつけてきました。すこし以前の大方

の慣例では合格圏はA、B、Cの三段階、それ
にDの不合格でしたから、むかし普通にあっ
た初等中等学校の5段階評価よりも大まかな
ものだったわけで、大学とはそういうもの
か、といった感想を、自分たちの学生時代に
ももったものです。
素点とレターグレードの対応も、Aの区間
として100〜80点、Dは60点未満で、あとの
2等級は10点刻みというものでした。常識的
な成績分布からすれば、このA評価が20点区
間になっているのは高い点数ほど稀少になる
ので他のグレードとの数あわせといったこと
を何となく配慮したようなかたちになってい
ますが、それもアバウトな話で、それが20点
区間になっていることの妥当性は説明しよう
がなく、結局はこの区間がBやCの2倍になっ
ているから、一般に大学の成績はA評価が多
いのだ、といったこれまた常識的なデータ分
布のかたちを度外視した不思議な解釈でなん
となく納得していたような次第だったわけで
す。
それがここ最近は、ちょうどこの最上級評
価の20点区間の膨らみを幸いとして、ここを
（おおまかに）二分することで最上級グレー
ドをSとかAAなどと称して合格圏4段階、不
合格あわせて5段階評価といった成績評価制
度の見直しをおこなったというのが、大方の
大学の動きでした。これに各グレードの意味
を文章化してつけたすことで成績評価基準を
明確にして厳格な成績評価をおこなう、とい
う課題を一応クリアしたといった了解もあっ
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たかもしれません。
しかし、これだけでは傍目からすれば、い
かにも間に合わせの対応にしか映りません。

示として旗振り出てきたものです。これは
笑って済ませることなど到底できない事態で
す。

世間で大学が象牙の塔ないし一種のアジール

では、GPAという米国のハンバーガーは実

なりアサイラムとして存在し得ていた20世紀

際、なんで平気でやってこれて、今や米国の

のことならいざしらず、それらを過去のもの

ほぼすべての大学はもちろん高校の成績でも

とし、社会連携や社会的責任といったことを

当然の指標として通用しているのでしょう

前面に出さざるをえなくなった現在では、こ

か。それは米国の成績評価の仕方が原成績に

うした間に合わせの対応はかえって不信を招

おいてレターグレードになっているからで

くだけだといえるでしょう。

す。といっても大勢はわが国で一般的な4〜5

しかし、いまここでの話の中心はそのこと
ではありません。日本ではこのように100点
満点ベースの素点成績が原成績としてあっ
て、その一定区間に対応させてレターグレー
ドが規定され、そのグレード評価が成績証明
として出されてきたというスタイルが、むろ
ん例外はありますが、一般的な成績評価制度
のかたちとして通用してきました。そこに今
般、多くの大学で米国発のGPA制度をほとん
どそのまま移入してしまいました。これはわ
が国お得意の折衷なわけですが、よくみると
この折衷は寿司ネタでハンバーガーをつくっ

段階のアバウトなものではなく、たとえばB
評価に対してはB+とB-といった具合に、プラ
ス・マイナス評価をもたせている。そのた
め、標準グレードとして10段階以上になって
いることが当たり前にあり、そのなかで最大
値4.0にしたGPが割り振られてGPAが算定さ
れている。反面、公式な原成績として100点
満点の素点評価をしている大学はほとんどあ
りません。そのため、グレードポイントが原
成績とのあいだで齟齬をきたすといったこと
は起きず、GPそのものが原成績となってGPA
制度が成り立っているわけです。

てしまったようなはなはだ具合の悪いものに

これに対してわが国の大方の大学ではハン

結果しているのです。というのは、このよう

バーガーを輸入すれど、使う素材は寿司ネタ

にもともと連続量として想定されている100

でしたから、寿司バーガーのような、いかん

点満点ベースの原成績が、グレードでカテゴ

ともしがたい状態になっています。そのまず

リー化されている。別の言い方をすれば丸め

い状態とは、たとえば100点満点ベースの原

ているわけですが、その丸めたものに対して

成績の順位がGPAをもとにすると異なる順位

再び、グレードポイントという新たな点数を

になってしまうのです。この場合、GPAの順

振ることによって、この点数をもってかけた

位には何らかの意味があるわけではなく、単

り割ったりという操作をしてGPAを算定して

なる算定上の不備によって生じていますか

しまうわけです。すると本来の原成績とは異

ら、この順位やどこかに基準点を設けてなに

なる値をもって「あらためて」成績評価がな

かの物言いをすることは、あからさまな不当

されることになる。まあ、これをアバウトな

を発生させてしまうことになります。たとえ

評価のもとでのアバウトな総合評価といった

ば、GPA上位5名を対象に成績優秀の報奨を

お題目でおこなわれることであるからば、寛

だすとか、2.0未満の人を対象に退学勧告を

容の精神をもって愛嬌と認めることもできる

するといったことはGPA制度の活用法として

かもしれません。しかし、GPAというのはわ

よくあることですが、わが国でこれをおこな

が国で10年以上も前から、大学審議会や中教

うと、報奨を受けてしかるべき人がそうなら

審の答申によって、「厳格な成績評価の実

ないとか、退学せずに済んだ人が退学に追い

施」という方針提案のもとで、その具体的例

込まれるといったことが生じることになり、
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ゆゆしき事態を招いてしまいます。
実際にどの程度の成績撹乱が生じるかとい
えば、600名集団を想定したシュミレーショ
ンでは、順位の撹乱発生率は、9割以上に達
しています。しかも、10位以上の大きな変動
を示したケースは43％にものぼりました、最
も大きく変動した例をみると、ここでは単に
GPAを算定しただけで成績順位が88位も落下
しています。こういう状態ではGPAを活用し
ようにもできないし、なによりこの指標を出
している意味がありません。
と、このようにみてくると、これは到底
使っていくことなどできない指標だというこ
とになりましょう。しかし、これは寿司ネタ
ハンバーガーだから、とても食えたものでは
ないのであって、これを日本の流儀にあわせ
て適切に寿司にすれば、もちろんたいへんう
まく食することができるわけです。ここで寿

ですから、当たり前のことですが、この当た
り前が実現されていないのが、現況の日本の
大方の大学におけるGPA制度なのです。この
ようにGPを求めれば、GPAの値を使って安
心してさまざまな用途にこれを使っていくこ
とができます。まさにその機能性を十全に発
揮するGPAということになりますので、わた
したちはこれを他のGPAと区別してファンク
ショナルGPAと呼んでいます。
さて、ここでこの変換に用いている55とい
う定数ですが、なぜこの値なのか、と不思議
に思われた方も多いと思います。また、それ
でいくと100点満点のとき、GPの値は
（100-55）/10で、4.5となり、多くの大学で
通例みられるGP最大値が4.0になっているも
のとのあいだで通用性に欠くことにならない
か、という疑問もわくことと思います。そこ
でこれについてちょっとだけ説明を加えてお

司にするというのは、原成績をせっかく100
点満点で出しているのですから、つまりそ
れは米国の細かな等級評価よりもずっと丁
寧で細かな仕事をしているわけですから、
これを活かして、その連続量を想定している
素点評価を同様の連続量のもとにあるグ
レードポイントにそのまま線形に変換して
やれば、これは至極まともな、それこそ答
申で繰り返し課題として指摘されつづけてい
る厳格・厳正な成績評価にかなう評価とな
るはずなのです。
実際、その変換をおこなうための算定式は
非常に単純です、すなわち、100点満点の原
成績から55を引いて10で割る。これでGPを
出す。これで寿司ネタバーガーにならんとす
るものを、立派な寿司にしてあげることがで
きる。しかも、同じファーストフードでもハ
ンバーガーなどよりもはるかに繊細な味をも
つ寿司にできるわけです。さきの原成績順位
とGPA順位のあいだに生じていた撹乱も、同
じシミュレーションで確認してみれば、この
方法では両者の順位は当然のごとくびたりと
一致します。これは一次変換をしているわけ

きます。
これは通例のGPAとの通用性を欠くのでは
なく、最も通用するように考えた結果の値と
いうことになります。というのはレターグ
レードとGPの対応関係、たとえばS評価に対
して4.0というGP、この値は果たしてこのグ
レードに対応する100点満点区間のどこの部
分の代表値として考えられているのか、とい
う原理的なところを考えてみます。S評価で
いえば、100〜90点の区間、すると4.0とい
うのはその区間のどこに対応することが妥当
か、とみますと、考え方としてはたとえば区
間の最大値、中点、最低点などと考えること
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ができますが、一定区間における代表値とい

みて0.5ポイント高かったのだから、一見し

うことになれば、やはり中点をとることが妥

たところ甲乙つけがたいようにみえた成績も

当でしょう。つまり、この場合95です。95点

明確な差異をみてとることができるといった

のときGPが4.0になるようにし、A評価区間

わけですが、このようにファンクショナル

のGP3.0については同様に85点に対応するよ

GPAによって原成績に立ち戻ったかたちで算

うにみる。そうするためには先の式を使って

定し直してみると実際は逆だったわけで、P

55を定数にして算定すればよいということに

さんの方が高い成績をおさめていたというこ

なるわけです。
ところで、先ほど単位の意味の実質化とい
う話題で、この単純なモデルをみました。
GPAが成績と単位数を関連づけて評価指標を
だすがゆえに、大学や学士課程のカリキュラ
ムポリシーにもとづいた単位の意味が実質化
した成績評価指標になるということを示した
わけです。しかし、ここではその示した例も
日本の大方の大学でおこなわれているGPAの
算定方法を使っているかぎりは適切性を欠く
ことになるということ、ファンクショナル
GPAではその問題をクリアして、あらためて
適正に単位の意味を実質化させることができ
るということをここでみてみたいと思いま
す。

とがあきらかになってくるわけです。
ここにあらわれていることが、先ほど申し
た成績順位の撹乱でもあるわけです。むろん
当然これには逆のパターンもあるわけです。
つまり、極端にはPさんの方が、各科目の等

さて、先の例です。Pさんは哲学でBという

級において最も低い素点でその評価を得てい

成績をとっています。Bという成績は79点か

て、逆にOさんの方が各等級で最も高い点で

ら70点の幅があります。Pさんは非常に極端

その評価を得ていたとするなら、その結果は

な例ですが、Bのなかの最もAに近いとこ

このように、GPAの値で2倍近い差異をもっ

ろ、すなわち79点を取っていたとします。残

てPさんのほうが成績がよかったことが判明

りの科目も、あと一歩で上位等級の評価で

するわけです。同じ等級成績評価をとってい

あったいわばとても惜しかった例であったと

てもその背景にある原成績に立ち戻ってみて

します。それに対してまったく反対の得点パ

みれば、これほどちがいのある成績をとって

ターンをとっていたのがもう一方のOさん

いたことがみえてくる可能性があるというわ

だったとします。たとえば、哲学はPさんと

けで、これを可視化するのが、ファンクショ

同様B評価であったけれども、それは79〜70

ナルGPAなのです。

点区間のうち70点でとっていたBであった
と、つまり限りなく上位グレードに接近した
下位グレードの成績をとっていたケースと、
限りなく下位グレードに接近した上位グレー
ドの成績をとっていたケースの比較です。
そうすると、先にこれは多くの大学でおこ
なっているGPAの出し方で出した結果でした
けれども、実はこのOさんのほうが、GPAで
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さて、つぎの話題に移ります。教育の質保
証を考えていくときに、もうひとつたいへん
重要と思われる課題があります。それは各々
の教員の裁量下にある成績評価行為の基本的
なあり方を、そのまま堅持しながら厳格厳正
な成績評価を中心とする現在の大学教育にお
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ける成績評価の質保証という課題に適切に応

を含む教育行為のありかたを堅持しながら、

じていくという課題です。

こんにちの課題を果たすことは決してうかつ

いうまでもなく大学での教育行為は、高等

に看過できない大事なポイントになります。

学校までの学校とは違って「学習指導要領」

先の中教審答申もこの点についてはやはり

に基づいておこなわれているわけではありま

同じような意見を述べています。すなわち

せんし、したがって国家的な検定下にあるテ

「大学における個々の教員の成績評価は個々

キストを用いているわけでもありません。そ

の教員の裁量下になければならない」と記し

れぞれ固有の専門分野において、それぞれの

ています。ただそのあと「しかしながら」と

教員の研究テーマなどをもとにして授業を展

つなぎ、「そのために組織的取り組みをする

開することが許されている、というより、む

必要がある」と抽象的に書いているわけで

しろそれが求められているわけです。この研

す。その組織的取り組みとは何か、これは具

究にもとづく教育というのは19世紀はじめの

体的には述べておりません。よって、これを

フンボルトによるベルリン大学以来のものの

受けた各大学はどのような組織的取り組みを

ようですが、これは現代のやや様相が異なっ

したらこの問題を解決できるのか、「厳格な

てきた大学においても継承、堅持されている

成績評価」ができるのかということを個別に

ことにちがいありません。

考えることになります。

評価の仕方も、もちろん学期最後に試験を

ここでこれを安易に考えてしまうと、個々

おこないそれに依拠するという方針はありま

の教員の裁量に対して集団圧がかかってくる

すが、現実基本的には教育の自由が保証され

という大きな問題が出てくるわけで、これは

たかたちで、その方法は個々の教員の裁量下

避けなければなりません。どういう集団圧か

にある。このことは21世紀になろうとも大学

といえば、たとえばその典型に「特殊な相対

が大学であり続けるかぎりは失ってはならな

評価」があります。これは一般には、不適切

い要諦であるはずです。これを失えば、大学

にも単に相対評価といわれていますが、たと

はそれ自身とは異なる外部に基準と目的をお

えば、Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｆの成績等級につい

いた規律、訓育を基本にした単なる学校に

て，あらかじめそれぞれの等級に評価される
成員割合を規定してしまう方法です。たとえ
ば、Ｂはその授業科目履修者の38%，ＡとＣ
については24%，ＳとＦは７%が入るように
するというわけです。
確かにこれが相対評価であることにはまち
がいないものの、事前にこうした一定の分布
を想定し、区間割合を規定して相対化をはか
ることは特殊な相対評価であるといわざるを

なってしまうわけですし、特別な教員養成経
験をもたず、むろんその意味での公制度的な
教員資格ももたない研究者としての人間が教

えません。特殊であるがゆえにこれを一般的
な場面で広く使おうとすれば、たちまち無理
が生じ破綻することになります。

育行為にかかわることは許されなくなるで

現に史的には昭和の時代の一時期に小中学

しょう。大学のありようは基底的なところで

校の通信簿をつけるにあたり、５，４，３，

大きくかわってしまうことになります。した

２，１の５段階評価で，５の生徒はクラスの

がって、個々の教員の裁量下にある成績評価

なかで７%，４の生徒は24%……，といった
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具合につけたことがあって、クラス内でもク
ラス間でも、あるいは学校間についても数量
的な平等性、公平性を担保しようとしたこと
がありました。公教育という理念型をもと
に、その身分の乗り越えて軽率にも現実に適
用してしまった錯誤による結果です。実際に
は、どのようなクラス分けをしてもクラス間
でこうした均等性をはかることなど無理であ

これは「ぎりぎりの水準で満たしている成

ることに加え、そのような対称分布が見事に

績」と規定していますけれども、これも常に

得られるような評価方法を正当につくり出す

10％になるというのは不思議ではないでしょ

ことなど到底できるものではないわけです。

うか。そのようになるような成績評価の仕組

ですから結果的には、これがかえって不平等

みを教員が実施しなければならないとした

と不公平があらわとなる評価方法になること

ら、これはたいへんなこと、というよりまず

がわかり、この方法はほどなく教育現場から

不可能です。しかし、割合を事前規定してレ

姿を消しました。これについて典型的な具体

ターグレードをつけ、それによって大学間の

例としては神奈川の鎌倉中学事件などとし

単位互換性を担保しようとしている。いわば

て、一部オーバーなところもありそうです

制度・形式優先で走っているわけです。だか

が、語り継がれているものもあります。

ら、GPAを採用していない欧州のECTSにも

そうした苦い失敗の歴史があるにもかかわ
らず，またそうした経緯を自身の教育学系の
授業で語っているはずのその大学において、
どうして今さらこの特殊な相対評価法を導入
しなければならないでしょうか。このプロメ
テウス的な先見性、すなわち神にも似た先読
みの能力をもっていなければ，実施できない

大きな問題性が孕まれているわけで、この制
度も今後、質的に変革すべき課題を抱えて
走っていることが読み取れます。むろん、わ
たしたちが教育の質保証を考えていくうえで
は、この点についての考察も踏まえたうえ
で、別の評価方法を採用する必要があるとい
うことになります。

ような評価法をわたしたち人間がなそうとい

神業を要するような評価方法を現実の教育

うのはまさに畏れおおいことです。しかし、

改革に持ち込むようなことは当然避けなけれ

日本よりもこの神話になじみ深いはずの欧州

ばなりません。神業評価には特殊相対評価

において、この特殊相対評価が広く実施され

と，もう１つ絶対評価があります。絶対評価

ている不思議さには、つくづく人間のなすこ

についても教育評価論のなかでは問題のある

との不可解さを感じさせます。

解説の仕方をしているものにしばしば出会い

先ほど触れました欧州エラスムス計画の
ECTSでは一定の規程に基づいて各大学がこ
の特殊相対評価を共有しているわけです。た
とえばA評価は合格者の10% に与えられる評
価で、評価表現としてはexcellentとしてお
り、加えて「ごくわずかなエラーにとどまる
傑出した成績」がAだとしています、けれど
も、どうしてそのような成績がいつもクラス
の10％についていえるということになるので
しょうか。また一番下のsuﬃcientにしても、
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ます。そもそも絶対評価とはたとえばある人
のパフォーマンスを，他の人のパフォーマン
スとまったく比較することなく判断し、一意
に評価する方法のことです。換言すれば、評
価者の経験に左右されることなく、絶対的に
個別独立した評価を的確になすわけです。で
すから、全体性のなかでの個というあり方、
これはゲシタルト心理学が強調した人間の知
覚特性の基本特性であり、制約ともいえるわ
けですが、それを無視した知覚、認識をなし
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ていくことを要求しているのが絶対評価なの

マンだとか神にも似た存在だとか思っている

であって、これは人間であることを辞めねば

人はいないでしょうが、そのあまりにも人間

できないことですから、すなわち神やスー

的な行為はそれゆえにゼウスを怒らせた神に

パーマンにのみに許される行為ということに

も似た絶対的な行為にほかならないというこ

なります。

とになりましょう。むろん、ここではこの評

こうしたわけで、GPA制度を実施するとな
ると、評価方法は絶対評価がふさわしいの
か、相対評価がふさわしいのか、といった疑
問がしばしば提起されるのですが、そのとき
に想定されている両評価の姿を明確にしてお
かないと、いつのまにか超越論的な論議のな
かに片足をつっこんで果てしない論議をつづ
けていくような羽目に陥ってしまうわけで
す。
それでは，現実的な教育改革においてわた
したちがなしうる最適な評価とはどのような
ものなのでしょうか。個々の教員の裁量下に
ある成績評価の仕方、すなわちこれまでおこ
なってきた評価の仕方を変えることなく、し
かし教育の質保証にかなう厳格・厳正な成績
評価を満たしていけるようなすぐれた方法と
は何かと問うなら，これは絶対的評価と相対
評価とのハイブリッド評価ということになり
ましょう。

価の良し悪しを論じているわけではなく、お
よそ人間が行為をなす以上、主観的なものと
ならざるをえず、それはおのずと絶対的な性
質をもつということです。いやそれでも客観
的な評価方法は作成できるでしょう、といわ
れるかもしれないけれども、それを作成する
のが人間である以上、大本において絶対的な
行為から逃れることはできないわけです。
だから、現実的な手立てとしてはこの絶対
的評価を基本にすることが出発点となりま
す。これは個々の教員の裁量下にある成績評
価の方法を堅持するということに置き換えら
れます、より簡単にはこれまでどおりでよ
い、というきわめて救われることばをもって
いいあらわすことができます。だから、これ
は改革としてはとても歓迎されるべき施策で
す。ただし、むろんそれだけでは何もしない
ことになって、とうてい改革にはなりませ
ん。よってこの絶対的評価に相対評価を組み
合わせ、ハイブリッド化をはかることで改革
します。
ここで組み合わせる相対評価とはもちろん
先に触れた特殊相対評価ではありません。制
度によって規定する「標準化」のことを指し
ています。個々の教員がなした個々にばらば
らな絶対的評価をシステムによって相対化

ここでは微妙にことばが違っていることに

し、ひとつの標準に組織化するという意味の

お気づきだと思います。まず、「絶対評価」

相対評価です。ですから、概念としては一般

ではありません。「絶対的評価」です。あた

的な相対評価といえます。また、答申がいう

かも自分が神や超人であるかのごとく評価す

「組織的対応」がまさにここでとられること

るのが絶対的評価であって，これが大学の教

になります。たとえば、A科目は90〜30点の

員が自分の裁量下でおこなっている評価の仕

あいだで評価され、B科目は5〜0点のあいだ

方です。たとえば、レポートを読んだ結果、

で評価されるということがある。それでもA

これはAだとかCだとか評価しているわけで

科目の評価の相対的な位置づけとB科目での

すが、そのときにしていることがこの絶対的

それは組織的に規定したたとえば、100〜60

評価です。むろん、そのとき自分はスーパー

点を合格域とし、60点未満を不合格にすると
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いう標準尺度上に相対的に位置するようリニ

これがこれまでの方法ですと、優良可不可に

アに変換できます。ここにおいて一般的な意

還元されてしまうため、有効な評価差異とし

味での相対評価が適用されます。このハイブ

て活きることがなくなってしまいます。つま

リッドな評価法を称して「絶対的相対評価」

りいいや仕方ない、これも2だということに

と呼びます。

なってしまったわけです。しかし、この絶対

この絶対的相対評価によって、たとえば
｢わたしは昔から，できる，まあよい，だめ
の３段階評価で成績をつけている｣といった
教員がいても，その評価は制度上の標準尺度
に揃えることができますから，その人にはそ
のままの方法でどうぞ続けてください、とい

的相対評価では評価をしながら、このように
柔軟にスコアの幅を変えたり、刻みを変えた
りできます。全体を評価し終えたあとで、標
準尺度に線形変換します（システムのほうで
相対評価する）ので、可変的な連続量評価が
活きていきます。

えます。ただ大学の組織的な対応としてその

しかも、それがfunctional GPAと連動し

ままでは具合が悪いので，その相対変換につ

て、そのままGPAスコアにも活きていきま

いてのインフォームドコンセントには応じて

す。ですから同様に、このレポートは今まで

もらわねばならない。しかし、この変換は線

つけてきた2と1の間くらい、といった評価も

形変換ですから、その教員の評価の相対的な

許容できるわけです。しかも、教員はこうし

観点はそのまま維持される。だから、適切に

たフレキシブルな評価をしても、そのあとに

説明すれば同意は十分にえられることがらで

余計な苦労をすることはありません。

す。

こうして入力した素点に対してシステムは

では、大学においてありがちな成績評価の

基礎統計量を算出して表示します。これをみ

3つのモデルパターンでこの「絶対的相対評

ながら、つぎに2つの重要な「評価」をしま

価」の実際をみてみます。

す。ひとつは自身のおこなった評価全体に対

その1、まずこの一見、むずかしいと思わ
れる例ですが、今述べた3段階でしか評価し
ていないというケースです。学生さんの一覧
が出ています。どこかで見かけた氏名が並ん
でいますが、これはたまたまたくさんの氏名
が必要だったので、5月生まれの人というこ
とでインターネットで検索した結果で、実在
の人物とは無関係です。
3段階で評価していますので、スコアは2

して「事実上の満点」，もうひとつは「合格
範囲の最低点（授業目標到達と判断できる最
低ライン）」を評価します。これらは個々の
教員のあたまのなかで、これまでも暗黙のう
ちに形成されてきた基準のはずです。それを
ここでは明示化し、絶対的評価を相対評価に
変換するためのインデックスにします。個々
の学生のパフォーマンスを評価するというこ
とと共に、パフォーマンス全体に対するこの

か、1か、0しかありません。実はこれはわた
し自身がおこなっている評価の仕方に近いの
で経験上よくわかるのですが、こうして成績
をつけていきますとあるところにくると、今
まで最高点を2としてきたけれども、このレ
ポートはそれを少し上まわっているな、とい
うものに出くわすわけです。そうした場合
は、2.2かなといったことになってきます。ま
さに主観的な「絶対的評価」ですけれども、
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評価も含めて成績評価として考えることにな

イプは100点満点スケールの試験を最後に1回

ります。これがないと成績評価基準が曖昧に

おこなって成績評価をしているケースです。

なってしまいますので、ここだけはあらたな

しかし、現実には100点満点で配点をつくっ

作業として求めねばなりません。

て試験をしたけれども結果は最高点が87点

そうしますとこの例では、事実上の最高点
は事前には2点満点のつもりだったけれども
2.2というスコアのレポートがあったことに
より事実上の最高点は2.2になる。むろんこ
れは天井はもう少しあってもよいという判断
から，あらためてたとえば2.5としても構わ

だったといったことが当たり前に出てくるわ
けです。組織的に規定された合格基準点は60
点だけれども、この試験では平均点が66.7点
だったなどということもよくあるわけです。
これをそのまま当てはめてしまったら、ほと
んどの人が不合格になってしまう。

な い わ け で す。 合 格 最 低 点 は 1 点 の つ も り

20世紀までの大学ではそれでもよかったの

だったけれども事実上は0.5という評価が

かもしれません。「わたしは厳しい評価基準

あったので、ここが合格最低点である、とい

をもっているからこうなのだ」ということで

う具合です。

済んだかもしれません。けれどもこんにちい

こうして絶対的評価が完了しますと、あと
は、システムがおこなうことです。素点を相
対的に組織的に規定された100〜60を合格
域、それ未満を不合格とする標準尺度にリニ
ア変換します。こうして絶対的相対評価点が
100点満点スケールで算定されます。むろ
ん、そこからレターグレードとファンクショ
ナルGPの値もストレートに連続量で算定さ
れることになります。
繰り返しますが、このハイブリッド評価に
おいて教員はこれまでおこなってきた成績評
価の仕方をそのままおこなえばよい。しか
も、これまで以上に柔軟にできる。あらたに
おこなうことは2つのことだけ、事実上の満
点と合格最低点を評定することです。あとの
ことは全部システムがおこないます。
つぎに、別のタイプをみてみます。このタ

われている厳格な成績評価というのは、どう
もそういう個人的な厳しさのことを指してい
るのではなさそうです。その厳格さとは他の
科目とのバランスや履修生の学習達成度、そ
れは授業の到達目標や授業方法や状況認識な
ど授業運営全体の結果としてあらわれてくる
わけですが、そのことへの配慮を前提とした
厳格さ、厳正さのことを語っているわけで
す。
平たくいえば、社会のなかで象牙の塔とし
て存在する特殊機関において教員オリエン
テッドな絶対的評価がそのまま通用する時代
はすでに過去のものとなった。一般社会との
あいだがバリアフリーになってユニバーサル
アクセス化した社会一般の機関としての大学
において、学生オリエンテッドな相対評価を
出していくことが要請されているということ
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です。ただ、教員自身も大学も時代を超えて

クトの最高点と合格最低点を評定してもら

連続していまにあるわけですし、この大学を

う。あとはシステムがこの標準化指標にリニ

めぐる環境変化は、主として急速に進んだ大

ア変換する。これで解決がつきます。15回テ

学の大量増設と少子化の進行によってとても

ストをしようが、1000点満点になろうが、

短期間に生じたことですので、それに即応す

すべてこの方法で対応できるわけです。

ることはなかなかむずかしい。したがって、
この困難を乗り切るために、これまでどおり
を貫いても制度/システム的にそれを時代要請
に適応させることができるという、ひとつの
進化形としての解決の仕方が求められるわけ
で、その答えのひとつが両者のハイブリッ
ド、この絶対的相対評価ということになるわ
けです。
3つめのケースをみてみます。このケースも
結構重要なものです。つまり、最近では学期
末に試験を1回して評価するということもよ
いけれども、もしできるならば多元的評価、
複数の評価手段を用いて評価するということ
も推奨されています。たとえば授業期間中に
複数回の小テストをおこなう、中間ではレ
ポートも課す、そして最後に試験をおこなう
などという具合です。そうなると、最終的に
累積されたポイントはとても100点満点では
収まらないといったことが当たり前に出てく
るわけです。たとえば336点満点になるよう
な場合、これは多分今までは各教員が電卓や
表計算ソフトなどを使って自分で100点満点
やら段階評価に直していたりしたわけです。
けれども、この絶対的相対評価法ではそのよ
うな手間は不要です。336点満点にもとづい
てそのまま先ほどいいましたように、デファ
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こうしてお茶の水女子大学では絶対的相対
評価法とファンクショナルGPAの導入、加え
て最初に紹介しましたカラーコードベンチ
マークシステムを導入し、教育の質保証とそ
の進化の道程にむけての対応を図っていこう
としています。
最後に、この取組が学生の側にはどのよう
な効能をもたらすか、という点についてわか
りやすい具体例を提示します。わたしたちは
これら教学システムの諸策を進化させること
によって、総合的な学修支援システムを構築
しようとしていますが、そのひとつとして在
学期間中、いつでも学生が自身の学修状況を
簡単に確認できる学修状況モニターシステム
を構築することと、あわせて成績通知や証明
の形式を刷新すべく準備を進めています。
これらには従前からの授業科目ごとのレ
ターグレードはもちろん、これに加えて、グ
レードポイント、これは先ほどお話しました
ファンクショナル・グレードポイントです。
また、各科目のGPの範囲、その科目のなか
の平均GPなどが併記されます。これによって
自分のその科目におけるパフォーマンスの位
置づけを把握しやすくします。簡単なデータ
ですが、これらはこれまでの成績表ではまっ
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たくつかむことができなかった情報です。さ
らに学期ごとのGPAの推移も示すことで総合
的なパフォーマンスの遷移経過などを追って
いけるようにします、また、カラーコード別
の取得単位数、あるいはそのそれぞれのGPA
も表現していきます。

こうしてファンクショナルGPAとカラー
コード・ベンチマーク、さらに絶対的相対評
価法を組み合わせることによって、質と量の
両面から教育成果の質保証を実現し、またそ
れだけではなく在学している全期間にわたっ
て学修のプロセスを丁寧にモニターしながら
形成的に学び、教育を受けていくことができ
る体制をつくりあげていく計画です。
以上、わたしの話はエビデンスベースの報
告ということにはなりませんでしたが、それ
については今般採択をちょうだいした大学教
育支援プログラムの内容、ここでお話しした
全プランが現実に動き出したのち、これから
2年後におこなう予定のわたしたちのシンポ
ジウムの席上で披露いたしたく思っておりま
す。そのときにぜひまたお会いできれば幸い

しばしばGPA制度を導入すると、学生はよ
い成績が楽にとれそうな科目を選択しがちに
なり、ハードルの高い科目の履修が控えられ
がちになるのではないか、という懸念がもた

です。
ご静聴、まことにありがとうございまし
た。（拍手）

れます。しかし、このように単位取得科目の
カラーコードが成績表や証明書に明示され、
一目でどのような性質（水準）の科目を履修
したかがわかるようになって、学修の質的特
性が明示されれば、証明される学修内容の質

※ なお、このあとに引き続きおこなわれたディス

が表現されることになりますから、そこにあ

カッションの内容については割愛した。

らわれる学びの目標指向性があらわになり、
自慢できる履修パターンをつくりだそうとい
う動機が単によい成績だけを求めようとする
動機を上回って働くことも十分に期待できる

（終）

ことになります。
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