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証あるいは学修成果の可視化のお話をいただきまし

た。このうち、まず森先生からは内部質保証に関し

まして、「学ぶ質を担保する」ということ、あるい

は「学位というものはどういうものか」という、修

得した知識や能力の証明のお話がありました。なお、

この対極にあるのが、よく言われます学位をお金で

売るビジネスの存在です。従いまして、そのような

中にあって、いかに各学位プログラムがその内容を

きちんと証明していくかということは非常に大学に

とって問われる部分でございます。

続きまして、星野先生からは少し見方を変えまし

て、品質管理あるいは品質保証というような視点か

らご説明をいただきましたが、加えて重要なのは学

びの「プロセス」と「成果」であるというようなご

指摘をいただきました。

次に内容的に見ていきますと、学修成果の可視化

についてかなり時間を割かれました。森先生から「学

生の学びとは？」、「学びをどのように測るのか？」、

あるいは「質保証の範囲」についてお話しいただき

ました。これは私どもにとって重要なご指摘かと思

います。

続いて、学修成果の可視化をするに当たり、やは

り情報をいかに組織の中で把握し、還元をしていく

かという仕組みが必要であります。そのことを最近

「教学IR」というような言葉で言われておりますが、

この「教学IR」というのは 1 つのポイントになろ

うかと思います。

次に、こういうことばかりをやっていて、実際に

学生のほうへどう反映されるのかというところが重

要になってまいります。また学修支援への活用など

【大久保】10分ほど時間が押しておりますので、70分

で予定をしておりましたが、60分という時間でこの

ディスカッションを進めていきたいと思います。

なお、司会は私、大久保と本学大学教育研究セン

ターの西垣准教授にも、途中のコミュニケーション

ペーパーをもとにした質疑のところで司会者として

参加していただきたいと思います。

それでは早速、きょうご登壇いただきました河本

様を初め、各先生方にご登壇いただいてこれから始

めていきたいと思います。まず始めるに当たりまし

て、きょうのご講演あるいは報告の振り返りをざっ

としてみたいと思います。

最初に河本様より、ここにありますように、高大

接続改革推進事業の背景、それから狙い、意義など

をご講演いただきました。特にお話の中で、教育再

生実行会議の第四次提言がキーになっており、そこ

から質保証や可視化の話が出てきているということ

でありました。そのような背景で今回の事業が、Ⅰ

から過去にはⅣまで、さらに今回はⅤということで、

入り口から出口までを強化するというような狙いで

この事業を進めたというお話が出てまいりました。

続いて、このような事業を設定した背景のお話も

ございまして、私どもはそのあたりの大学教育を取

り巻くいろいろな状況というものが理解できるわけ

ですが、一方、大学の中で毎日学生に接している教

員の立場としますと、外的な要因以外に内的な動機

づけというものも必要と感じております。従いまし

て、その辺も今回の議論で触れていきたいと思いま

す。

続きまして森先生、そして星野先生から内部質保
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と思います。これについては星野先生が授業アン

ケートを実際にやってみて、うまくいかなかったの

でというようなお話がありましたので、その辺も含

めてお話をいただければと思います。

それから、可視化に至る前には学修成果は誰がど

のように把握されていたのか。また、学修成果の可

視化をしてよかったことなどについても触れること

ができればと思います。

次に 2 つ目としては、先ほど森先生が整理してい

ただいた図とも関連しますけれども、量的評価と質

的評価の問題あるいは直接評価と間接評価について

です。この辺を各大学でどのように整理して可視化

しているのかというのが、きょう若干ご紹介いただ

きましたけれども、こういう視点をもう一度比較し

ながら伺っていきたいと思います。

それから、これはよく私ども日常教員間の議論で

出てくるところですが、こういう可視化できない学

修成果の扱いをどうするか。

また、学修成果の可視化を教育にどのように活用

していくか。そのためのハードウエア、ソフトウエ

アあるいは工夫というようなことで、先行して実施

されている 2 大学からのご助言、あるいは河本様か

ら他大学の事例でうまくいっている、またはむしろ

こういうことはうまくいってないというような事例

も非常に参考になるのではないかと思います。以上

のことを含めて議論できればと思います。

最後に 3 つ目として、今のこととも関係しますけ

れども、今後の克服すべき課題や問題点について共

有できればと思っております。

一方、会場からもコミュニケーションペーパーを

たくさんいただいております。ただ今述べました三

つの論点と関連する部分あるいは関連しない独自の

視点でのご質問やご意見等があると思いますので、

その辺も途中で絡めながら進めていければと思いま

す。

それでは最初に、学修成果の可視化をどう実現す

るかという論点 1 番から始めます。それぞれの大学

で可視化が必要に至ったその状況、あるいはそれま

ではそういう可視化をしていなかった状況で学修成

果というのはどのように押さえられていたのか、そ

の仕組みもきちんと整備していかなくてはいけない

ということが言われております。

このうち学修の可視化については森先生が大変わ

かりやすい図を用いて説明していただきました。森

先生のスライドの内容をお借りしますと、このよう

に数値であらわせるもの、あらわせないもの、それ

から間接評価、直接評価、例えば本学でこれから実

施するOCU指標がこの中でどういうところに位置

するのかについても、こういう整理をしていただく

と非常に位置づけがよくわかります。また、本学で

は学生調査というのをやっておりますが、この学生

調査もどういう位置づけなのかということが非常に

明確にわかるかと思います。

それから、レーダーチャートがくしくも 3 大学の

紹介で出てまいりました。そのレーダーチャートの

項目を比較のために表にして出してみました。それ

ぞれ似たようなチャートにスライド上では見えまし

たけれども、発想の違うところ、あるいは実際の内

容も違うというようなところも見えてまいります。

この辺についてもこの後の議論の中で時間があれば

触れてみたいと思っております。

次に、星野先生が非常に率直にご紹介いただきま

したけれども、府大で実際にやられての課題という

ことで、 3 つ挙げていただいております。この辺に

ついても各 3 大学でそれぞれ実施し始めたところ、

これから計画しているところでの課題につて共有で

きればと思います。あるいは河本様には、たくさん

の大学を見てのご経験から、他大学での課題につい

て時間があればご紹介いただければと思います。

以上を踏まえまして、パネルディスカッションの

論点を大きく 3 つきょうは設定したいと思います。

まず 1 つ目はやはり学修成果の可視化については避

けて通れないだろうと思います。先ほど冒頭に申し

上げましたように、大学教育を取り囲むいろいろな

状況を考えますと、こういうことが避けられないと

いうことは理解するのですが、そういう外的な動機

づけだけではなかなか大学は動きません。やはり

内発的な動機というものも必要だろうと思います。

従って、この可視化はなぜ必要なのかということに

ついて、特に内発的な動機について押さえられれば
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きを促すための可視化、そこからまたディスカッ

ションが広がっていくための可視化というふうに私

は理解しております。

【橋本】私は少し角度が違うかもしれません。可視化

の動機ですが、前身であるPE指標をつくったとき

は、もともとほかの学部に比べて経済学部というの

は資格というものがないと。何とかの資格が取れる

とか、何とかに有利というのがなくて、単に卒業証

書をもらうというので、余り目に見えるものがない

というところから、プラクティカル・エコノミスト

という 1 つのテーマを形にすることで、じゃあその

プラクティカル・エコノミストって何なんだという

と、こういう能力とああいう能力とこういう能力が

必要なんだと。まずそれを学生にはっきり言うこと

で、単位をそろえて卒業するだけじゃないんだよ、

経済学部で学ぶことはというところから始まりまし

て、彼ら自身が目に見える形でこういうものを身に

つければいいのか、それはどの科目で提供されてい

るのかということから、これを使っているうちに、

さらにほかの学部でも、それぞれの科目でどんなも

のが結局身につくのかということを、これを学生自

身にわかりやすくというふうに考えるというところ

から始まっております。

まず私のほうからは以上です。

【大久保】ありがとうございます。

このAP事業は26年度から始まりましたけれども、

この可視化に関するテーマを扱った大学というの

は、複合のテーマも含めて、たしか29大学ぐらいで

しょうか。そういう各大学を見ていただいているお

立場として、内発的なそういう動機というのをどん

なふうに位置づけているかということを、もしおわ

かりでしたらご紹介いただければと思います。

【河本】ありがとうございます。

あまり立場的に僕に内発的動機を見せてくれない

んですけど、ただ、見ているのは、もともと可視化っ

てアカウンタビリティなので、外発的以外の何者で

もないという前提で入っていったときに、取り組み

をしたときに、あ、この大学いいなと思うところは、

教育がチームになってくるというか、成果を見せよ

うと、可視化しようとするプロセスで、チームティー

れからそういうことをしてよかったことついてお聞

かせ願えればと思います。まず森先生から始まりま

して、星野先生、それから本学のほうで可視化の

OCU指標を開発されている橋本先生のほうからコ

メントをいただければと思います。

では、森先生、よろしくお願いいたします。

【森】大変難しい話題をいただいているなというふう

に思っております。

後の方がおられますので、本当に端的にお答え

すると、基本的にはいろんな政策が走っているとは

いえ、やはり大学のそもそもの目的がラーニングに

置かれているという認識の変化が起きていれば、ま

さにこれが目的であると。ですから、どうなってい

るのかということをきっちりとはかりたいというの

は、これは本当に内発的動機以外の何者でもないか

なというふうに思います。

繰り返しになりますが、学習研究者とすれば、当

然ながら学習がどう伸びて、なぜ伸びてといったよ

うなものの本当に研究の根本的なクエスチョンは

ラーニングになります。内発的動機はそれぞれの個

人の先生方も実は思っているところではないかな

と。希望的観測も含めてお答えしたいというふうに

思います。

【星野】質問が多岐にわたるのですが、端的に申し上

げて、私流に言うと、気づきを促すための可視化、

これだけですね。いろんなデータがたくさん転がっ

ているだけでは、なかなかそこからいろんなことを

気づくということはできません。せっかくデータが

あっても、それが適切に見えるようにしてあげない

と、我々はなかなか気づくことができない。だから、

そこをいかに気づきやすい形でデータを提供するか

とか、そこから気づきを促す。もうちょっと別の言

い方をすると、気づきの手間をできるだけ省けるよ

うに、簡単に気づけるようなことにしたいというの

が 1 つ。

気づけば、そこからディスカッションへ広がって

いくでしょうということで、気づきからディスカッ

ションへというようなことをいろいろなレベルで、

学生、教員、それから大学全体の組織、あるいは学

部単位でも構いませんが、そういうところでの気づ
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違点をご指摘いただけるとありがたいのですが、い

かがでしょうか。

【森】ありがとうございます。

橋本先生のお話の中では、やはりDPに直結する

ような力と、その中でも全学で担保していくものと

学士課程固有のものということで、その意味で言え

ば私ども関西大学と全く考え方が一緒ということで

すね。

今、この 5 つの考動力といったようなものに関し

ましては、これは大学全体で担保していく力と。今

回ようやく、本当にようやく 3 つのポリシーの見直

しを学力の 3 要素で考えることができましたので、

そういう意味では知識または専門技能といったよう

なものは各学士課程別途のものであろうと。

ただ、コンピテンシーに関しましては、これを担

保した上で、もちろん凹凸があっていいわけで、そ

れ以外のものに関しては各学部の中で独自項目とい

う形で今入っているということですね。そういう意

味では、全体と各学位課程の特殊性をくさび形にし

ているという指標の扱い方は、まさに関西大学と大

阪市立大学の場合には一緒かなというふうには感じ

ております。

【大久保】この 5 つのコンピテンシーは、さらに細か

い階層に先ほどのスライドでは出ておりましたけれ

ども、それは具体的にはどうやって出していくので

しょうか。

【森】今の段階でできているのは間接評価ですので、

お見せしました学生が成長しているような調査設計

のところに全ての項目でこれがはかられているとい

うことになります。

もう一つ言えば、高等部の場合は、当然ながらこ

の 5 つの力はそうだけれども、そこの中身はやはり

中等教育に合ったものである必要があるだろうとい

うことで、この中概念に関しましては学校教育の項

目ごとに別になっているという形ですね。

これをはかっているということと、あと、もう一

つ今つくっているのはベンチマークなので、結局、

技術力、思考判断力といったようなものが、 1 年次

においてはどういうものなのか、 2 年次においては

どういうものなのかといったようなものを、記述語

チングみたいな、今まで少しばらばらだった学内の

教育の体制がすごくまとまってくるというところに

実感を感じて、より可視化というか、よりアウトカ

ムを出していこうという、そういうサイクル、スパ

イラルになっていくところが、準内発的な動機かも

しれないですけど、そういうところは見ていて感じ

ますし、そういう大学がいいなというふうに見てい

ます。

【大久保】ありがとうございます。

私、この大学へ来て12年目になりますが、橋本

先生が 7 年前にPE指標をつくられて、学部の中に

そういうものをつくる人が存在することに驚愕した

のを覚えています。そのような目で見てみると、手

前味噌では決してありませんが、本学はそういう能

力を持った先生方が学部のあちらこちらにいらっ

しゃって、自発的にそういうことがなされるという

のが本学の特徴だと思っております。従って、無理

やり全学的にことを運ぼうとすると、その芽が摘ま

れてしまうということも留意する必要があるかと思

います。このような本学の特徴を生かしつつ改革を

すすめる道を模索することが重要と考えておりま

す。その一方で、府立大学さんも同様ですが、本学

はこの10年間で30％近くの予算と人員が削減されま

した。ちなみに国立大学は10％で大騒ぎとなってお

ります。そこまで行きますと、やはり各学部や先生

個人単位での努力というものも限界があります。そ

のような中で今回の全学で集約をして取り組んでい

くという試みは一つの良い機会ととらえることがで

きると思います。

 7 年前の当時としては、絶対これは全学では無理

かなと思った次第ですが、このようなことを踏まえ

ますと、やはり内発的な動機というものが鍵になる

のではないかということで今回の論点の一つとして

扱わせていただいたわけでございます。

続きまして、先ほどこの表で示させていただきま

したが、このような一見似たようなレーダーチャー

トをそれぞれの大学がつくっているわけですが、

きょう伺いますと、その内容はいろいろ違うように

も見えました。そこで森先生と星野先生のそれぞれ

の大学からご覧になって、本学のOCU指標との相
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考になるような点など、その辺をお話しいただけれ

ばと思います。

【橋本】 1 つ重要な点として、関西大学さんのほうでこ

れからとおっしゃっているベンチマークの部分です

ね。私たちのOCU指標はある程度それぞれの科目

からディプロマ・ポリシーに落とし込むところは理

論的なところで考えているんですが、じゃあその配

分と実際に到達している成績というのが、別のとこ

ろでルーブリックの構成という話はあるんですが、

それをもうちょっと一貫してきちんとやらないと、

どの科目でどれがどのぐらい身についているのかと

いうことの証明としてはまだ足りない点があるとい

うふうに思いました。

それともう一つは、今、私から見て後ろにある、

それぞれの測定しているところを見ますと、どちら

かというと関西大学さんのほうでは一言で言うと若

干抽象的なものをそれぞれの科目から構成されてい

るという形で、府立大学さんのほうはむしろはかれ

るところをきちんとまとめてはかっていると。

私どものOCU指標のほうは、はかれるものをも

とにして、ちょっとはかりにくいものに持ち込んで

はいるんですが、それでも例えば人間力とかという

ところまでは持ち込めない。あくまでできているの

は分析力とか論理性というところまでしか行ってま

せんので、後の話ともかかわるかもしれませんが、

はかりにくいものを、本当に大事なものというのを

どこまでOCU指標にうまく結びつけることができ

るのか、あるいはOCU指標だけではなくて、それ

を含めた本学のAP事業の中で取り組めるのかなと

いうふうに考えていかないといけないなというふう

に思います。

【大久保】ありがとうございました。

多分29大学でも可視化をされておられるわけです

けれども、可視化の方法論といいますか、非常に多

岐にわたっているのではないかと思います。その中

でこれはというようなもの、あるいは参考になるよ

うなものは何かございますでしょうか。また大体こ

ういう傾向なのでしょうか。

【河本】ありがとうございます。

そうですね、こういうアウトカムベースで、工学

で書いているものを今作成しております。

これは一体何に使うのかというと、本当は星野先

生のところのように自分で自己判断するようにつく

るのはいいんですけれども、今私どもは、やはり教

育でルーブリックをつくる際に、このレベルを活用

しながらチェックをしていくといったような、直接

評価に使うといったようなことを今考えているとこ

ろですね。

【大久保】ありがとうございました。

では、府立大学のほうはいかがでしょうか。

【星野】こちらのほうにはこの 8 項目、授業科目単位

でうちでやっている 8 項目を挙げていただいている

んですけど、先ほど申しましたように、半期ごとに

うちの大学で定めている 9 項目、学士課程が目指す

学修成果ということで挙げて自己評価してもらって

いまして、そういう部分の評価、最終的に目指して

いる学修成果に対する評価という意味では、大阪市

立大学さんのほうでOCU指標の中で先ほど申され

ていた 5 項目だけそういう共通のものでしようかと

いうお話がたしかあったかと思いますけど、そこの

部分と基本的な考え方としては一緒かなと。ただし、

授業単位でやるのか、うちみたいな半期単位でやる

のかといったところでちょっと違いがあるのかなと

いうことを感じました。

今後の、今のいわゆる質保証と言われているとこ

ろ、学修成果をいかに保証していくかという観点か

ら行くと、今後はできるだけディプロマ・ポリシー

を非常に意識して、ディプロマ・ポリシーをせっか

く定めたのだったら、そこからそういう指標をきち

んと挙げていくのがいいだろうなと個人的には思っ

ていて、さらにそれが成績と、大阪市立大学さんが

まさにやろうとしていることにかなり重なりますけ

れども、そういうことを含めた上で、じゃあ成績評

価のあり方をどう考えていったらいいのか、そうい

うところにつなげていけたらいいなというのを個人

的な展望として思っております。

【大久保】ありがとうございました。

今の 2 大学のお話を受けて、橋本先生にお伺いい

たします。今の話の内容も踏まえて本学のOCU指

標の特徴、あるいは 2 大学の取り組みを見て何か参
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例に挙げていただいているのですが、そういうもの

を使ってOCU指標の検証をするということはお考

えでしょうかという質問がありました。

それから、あとの 2 つはOCU指標を導入してい

く上での合意形成に関することです。科目ごとに割

合を事前に決めるということでしたけれども、どの

ようにして決めていくのか、どのように教員同士の

合意をつくっていくのかというのが 1 つ目の質問で

す。

もう 1 つは、OCU指標についての意義の理解は

教員の間ではどうでしょうかというものです。実は

これは学外の方からのご質問で、OCU指標ではな

く、GPAでもいいではないかと思われる方が多いの

ではないかという質問です。

では、それぞれご回答をお願いできますか、森先

生と橋本先生。

【森】まず私のほうからということで、質保証の範囲

ですけれども、バイトを通じて学生がこのような考

動力というものを培っている事実はあるかもしれま

せんが、大学教育としてどこまで範疇にするかと

いったときに、やはりバイトは、これは入らないと

いうことになります。

ただ私立大学の特徴でもある入試の形態の多様さ

は難しい問題です。特に本学の場合は私立大学とし

て、ご存じのように、例えばアイススケートのアリー

ナを持っていたり、オリンピック選手を輩出したり

という、あれも一つの社会貢献というふうに私立大

学として位置づけていると。そのためにスポーツ・

フロンティア入試という、スポーツで一定の成績を

おさめたような学生さんたちがまさに入学してくる

システムがあるわけですね。

あれがこれまでどうしても本学のポリシーの中に

位置づかなかったんです。いわゆる学力の 3 要素と

いうことであっても、一体何を求めてこの子たちの

入学を許可しているのかといったようなときには、

やっぱり考動力がすぐれているということで入って

きているのだろうということを考えたときに、当然

ながら彼らたちの就活の状況も全部分析をしてみた

ところ、案外GPA関係なく社会に受け入れられてい

る現実もあるということですね。

的にやっていく可視化の方法というのは、ほとんど

主流だと思います。また、 3 つのポリシーがないと

採択されないような事業でもございましたので、そ

ういうメッセージで例えばバリュールーブリックか

ら、もしくは定性的なほうから入っているやり方

と、大阪市大さんのように定量的な入り方という、

差はありますけど、そこに優劣はないと思いますの

で、あとは大学の背景もあると思いますので、だか

ら29通りあるかなという、ちょっと優等生の回答で

……。（笑）

【大久保】この可視化の話で今進んでいるわけですが、

コミュニケーションペーパーのほうでその辺の質問

というのがもしありましたらお願いいたします。

【西垣】大学教育研究センターの西垣です。

コミュニケーションペーパーで可視化関係の質問

を 5 人の方からいただいています。まず関西大学の

考動力に関するご質問が 2 つ、それからOCU指標

に関する質問が 4 つぐらいありますので、それぞれ

お尋ねさせていただこうかと思います。

まず考動力のほうですけれども、 2 つありま

す。 1 つは「学生はどこで学んでいるのか」という

スライドがありましたけど、その中でアルバイトや

部活が挙がっていましたが、学生はバイトや部活を

通じて何を学んでいるのでしょうか。大学はバイト

や部活にある程度関わったほうが良いとお考えです

かという質問です。

そしてもう 1 つは、考動力について、学部によっ

て理解の温度差があるか、またはそういう力を身に

つける授業を行っていくことについて、教員の側で

のコンセンサスはどの程度ありますかというご質問

でした。

続けてOCU指標のほうに関してです。最初 2 つ

はOCU指標の信頼性や妥当性に関する質問で、 1 つ

目は、学生が履修していった科目で積み上がったも

のを見える化するということはできると思います

が、それが学生自身が感じる自己認識であったりと

か、教員が感じる「この学生さんは最近 4 年間でこ

う変わったな」という感覚みたいなものとの間にず

れが生じませんでしょうかというご質問です。

 2 つ目は外部試験、例えばPROGというテストを
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較というために使うわけではありませんので、学生

はあくまで自分がなりたいもの、それも、どうして

も学生同士で例えば面積が大きいほうが優秀という

ことになりかねないんですけれども、むしろ先ほど

から申し上げていますように、自分がなりたい職業

で必要なもの、それの形にどうしたらなるのかとい

うふうに使ってほしいと思っています。

先ほどの面積最小でも質保証は必要ですけれど

も、それに加えたところで自分の希望像との比較を

行うと。

それと、教員のほうでは、それのサポートはもち

ろんですが、もう一つ、例えばあるところから余り

大学に来なくなってしまう、あるいは成績が急に落

ちている、そういった学生をピックアップして、サ

ポートするためにどうしたらいいかというところ

に、科目ナンバーごとでOCU指標は、学んだもの

全部でなくても、例えば全学共通科目だけとか、語

学だけでもレーダーチャートをつくれるようにして

ありますので、あるところについてだけ急に弱く

なっているとか、そういったところを教員のほうは

見られるかなということで、学生から見たOCU指

標と教員から見たOCU指標は必ずしも使い方その

ものとしても一致はしていないんですけれども、そ

ういう使い方があるということは認識として共有で

きるようにというふうには考えております。

それから、外部試験的なもので信頼性とか、それ

については先ほど申しましたように、ベンチマーク

的なものが入っておりません。

それと、厳密に言うと、これもOCU指標、PE指標、

最初に思いつきましたときには因子分析の形で考え

ましたので、それの考え方でいうと、実際に全学生

あるいはそこからサンプリングしたデータをもとに

して各科目、配分をしてみた上で、本当にその軸

になるのかとか、その点数を入れたときに本当にそ

のものが出てくるのかというのを、統計的には検証

できると思っているんですが、それをうまくベンチ

マークのようなもの、あるいはそれ以外の外部試験

と合わせるというところが今からまだ考えないとい

けないところかなというふうには思っております。

合意形成をどのようにということですが、配分に

私立大学としては、繰り返しになりますが、やっ

ぱりそれは一つの社会貢献だろうということで、ま

さに正課外ということで、公認の部活とサークル、

ボランティア集団といったようなものを教育の質保

証の中に入れて、今後しっかりとプログラム化して

いくということを行っていくということを今、学長

命で指示があるところでございます。

もう一つ、考動力なんですが、非常に率直に申し

上げますと、去年つくったので、考動力はずっとあっ

たんですけども、考動力が非常にもやっとしたもの

で、実際に何をはかったらいいのか、私どもの教育

成果、学修成果の可視化を担当する者にすればわか

らなかったところがあります。

それで、学力の 3 要素に変える前の古いバージョ

ンの全ての学位課程のDPを抜き出して、そこの中

からKJ法で似ているものをどんどん、どんどんくっ

つけていって、結果、それがこの20の力にまとまっ

たところですね。

この20の力というのは小概念と書いてあるところ

なんですが、これらはいわゆる一般的な「○○力」

と呼ばれているようなものなので、こういうものに

21世紀型能力や学士課程、社会人基礎力といったよ

うなものも含めてもう一度検討し直して中概念をつ

けて、能力といったようなトップの概念をつけてい

る、ボトムアップでつくっているものでございます。

これに関しては、各教授会で一生懸命説明はして

いますが、まだまだ定着していないのではないかと

思います。今の段階では、まさにこれらの5つの力

のどのようなものをDPとして掲げて、この力をつ

けるようなカリキュラム・ポリシーをどういうふう

につくるかといったような、まずはカリキュラムの

話を一生懸命しているという段階ですので、お一人

お一人の学部の先生方が今これをどれだけわかって

いるかなと言われたら、結構クエスチョンマークと

いうのが現状のところでございます。

【橋本】それでは、私のほうから。

まず、妥当性についてですけれども、積み上がっ

たものに対して認識がずれるのではないかとのご心

配について。それについては、確かにずれというの

があると困るんですが、まず第一に、学生同士の比
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私からは以上です。

【大久保】大分時間が押してきておりまして、教学IR

のことなどもお伺いしたかったのですが、その辺は

またの機会といたしまして、続いて論点の 2 のほう

に移りたいと思います。これは非常に重要になって

くるかと思いますけれども、可視化したことをいか

に活用していくかというところでございます。例え

ば先ほどの森先生のお話の中では、教務センターで

対面の学修支援ということがスライドの中にもござ

いましたけれども、その辺も含めて具体的にどのよ

うに活用の場面を設定されて回されていらっしゃい

ますでしょうか。

星野先生のところもeポートフォリオを使われて

具体的に学生の指導に結びつけておられますが、そ

ういう組織的な対応をされていらっしゃるのであれ

ば、その体制、あるいはその仕組みとか、その辺も

含めてご紹介いただければと思います。そして、こ

の辺のはなしについては本学では飯吉先生が担当さ

れておりますが、本学で状況を説明していただけれ

ばと思います。まず、森先生からお願いいたします。

【森】きょう、 2 大学のご発表をお聞きして、「いいな、

このシステム」と思いながら勉強させていただいた

んですが、そういう意味では関西大学、今本当に地

道な活動をしておりまして、本当に教育改善に寄与

するようなデータを出していこうということを主に

しています。

そういう意味では、ちょっと派手ではないんです

が、例えば、調査は全て90％以上を実は誇っている

ので、データとすれば割と妥当性が高いといったよ

うなこと。そのデータを、先ほどは学生にフィード

バックするといったようなお話をさせていただいた

んですが、基本は全ての調査を教授会で報告をさせ

ていただいているということですね。ですから、お

話ししたように、ミドルレベルの、つまり学位課程

ごとに報告を行っていると。

でも、報告を行うだけだと何となくそれで終わっ

てしまって、「へえ」ということになりますので、

私どもは今、非常に細かなコンサルティングを学部

執行部に行っているということです。それは、受注

が来て、こちらがオーダーに応えていくというパ

ついては、これも今の信頼性ということとかかわる

んですが、シラバスをつくっている科目担当あるい

は科目ナンバーごとに配分を決めますので、 1 人の

先生ではなくて、同じ科目ナンバー群に属する人で

相談してというふうに考えているんですが、これも

本来的に言えば、信頼性、妥当性、エビデンスとい

う言い方で言えば、その人たちで相談しただけで本

当にいいのかというところはありますので、そこも

考えないといけないところかと思いますが、今のと

ころはそれらの科目担当者が配分を考えるというふ

うに思っております。

それについては、例えば全学共通科目については、

全学共通教育の委員会と、それから各教科会議とか

ですね。専門科目についてはそれぞれの学部に考え

ていただくというふうに思っております。

それから、意義について、先ほどPE指標のとき

はPEとGPAが別物だったけれども、OCU指標では

全部全部平均をとるとGPAと一致するということ

を申し上げました。

じゃあ、GPAだけでいいんじゃないかということ

になるかもしれませんが、先ほど大阪府立大学さん

のほうの話にありましたように、GPAだけだと知識

をはかっているのと一緒じゃないのかと、それ以外

の能力って出てこないんじゃないかという話があり

ました。

これは、GPAとしてまとめて、先ほど申し上げ

ましたレーダーチャートの全部の点数を足して平均

をとると、集約するとGPAというものに、それは知

識という言葉に集約されるものになると思うんです

が、OCU指標ではそのGPAにまとめる前のところ

でそれぞれの学修成果をはかっております。まとめ

るとGPAと一致しますが、まとめる前ですね。そこ

の部分でそれぞれの成果あるいは能力をはかること

ができるということで、まとめる前のものとしては

意味があるのではないかというふうに思っておりま

す。いろんな形があるということで、学生の個性あ

るいはそれぞれの得意なところを測定できる。まと

めてしまうと単にGPAになってしまいますので、学

力の優劣ということになってしまうのかなというふ

うに考えます。



■　APキックオフシンポジウム（パネルディスカッション）

142

以上です。

【星野】まず、どういうふうにフィードバックをする

かで、まず誰にフィードバックするのか、何のため

にフィードバックするかということがあるかと思う

んですが、せっかくデータがあるし、きょうはお話

をいろいろしたかったんですけれども、やはり学生

にとっても教員にとっても、あるいは大学の執行部

にとっても、みんなの実になるような可視化であっ

てほしいなと個人的には思っているわけですが、う

ちの大学でいうとeポートフォリオ、学生調査をやっ

ているわけですけれども、eポートフォリオに関し

て言えば学生には当然フィードバックされている

し、授業を担当する先生方にもフィードバックして

いるし、あるいは委員会の中でそれぞれの学部の

データみたいなものもフィードバックをしているこ

とになりますが、それに加えて、きょうはちょっと

お話ししませんでしたけれども、学生の担任に相当

するような、学生のアドバイザーでもあります先生

方は学生のデータを見ることができるようになって

いますので、そういう意味で、いろいろな形でeポー

トフォリオのデータを活用しようと思えばできると

いう状況になっているので、あとは本当にこれらを

うまく活用するように、学内に回していけることが

できたらもっといいんだけどなというふうなことは

個人的に思っております。

それから、学生調査に関して言いますと、これに

ついては、きょう最後にちょっと言いましたけれど

も、分析の結果をもとにしてそれぞれの学部の先生

方と議論の場を設けるというふうなことをして、あ

るいは分析結果も学内でフィードバックするという

ことを一生懸命やっている最中ですので、そういう

意味では教員にとってのフィードバックというのは

ようやくこのAPの取り組みを通じて少しずつでき

るようになってきたなと思っているんですが、残

念ながらまだこの学生調査の結果をうまく学生に

フィードバックするというところがうちではできて

いなくて、関西大学さんのほうで今そういうことを

やろうということで取り組みを進められていること

を見ながら、前からそうしたかったのになというこ

とを関西大学さんがされているのを見て、ちょっと

ターンもありますし、こちらから働きかけてという

ことなんですが、とにかく今、きょうはお話しでき

なかったんですが、すごい強い味方が実は職員さん

ですね。全ての教務の職員さんを通じて「ちょっと

この辺を執行部に上げてみてくれない？」という形

でこちらからの課題をお渡ししたりすると。そうす

ると、執行部によってはお呼びがかかって、そこで

データを分析したものを議論してといったようなこ

とを数カ月単位で行っていく。

お話ししましたように、学士課程だけでも13学部

ある、学士課程だと15ですかね、ある中で、もちろ

ん濃淡が非常にあって、今は 3 分の 1 の学部から非

常にお呼びがかかり、本当に分析スタッフが追いつ

かないぐらいの受注があるということですね。

これは、先ほどお話ししたように、やはり学士課

程で学部の先生方は自分たちが育てている学生がど

う育っているかということに関しては非常に強い関

心をお持ちだと。内発的動機は非常に強いというふ

うに私は思っています。

ただ、一般的なIRですとなかなか学部の先生方

のニーズには応えられないので、今私たちは本当に

手作業ででっち奉公を一生懸命しているような形で

すね。

そういうことをすることによって、今の一番の

課題は、学部執行部の先生方の知識と一般の先生方

の知識にも思いにも非常に大きな差があるというこ

とだと思います。ですから、学部執行部の先生方と

は非常に多く、可視化したこの結果をどうやって改

善しようかといったようなことを、まさにPDCAの

「A」の部分について、教学IRとしては、まさに私

のホームの教育推進部としてかかわってご提案をし

たり、実際に執行したりということがいっぱい進ん

でいるんですが、その意義について一般の学部の先

生方はなかなか理解できないままに、例えばクレー

ムがついたりするといったようなことが結構起こり

ます。そういう意味では、全学と学部の意識の差も

あるんですが、学部の中でもかなり大きな意識差が

あって、そこをどうやって埋めていくのかなという

ことは、私自身は非常に課題に思っているところで

すね。
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らしいなとも思います。さきほど、府大さんの取組

を、すばらしいと思いながら伺っていましたが、e

ポートフォリオが無理でも、学生は自分の学びを振

り返って、自分の学びのプロセスを自分なりに可視

化したり、言語化したりしていくこともできるので

はないかと思うのです。自らの学びを振り返ってレ

ポートを書いてみるとか、そういうこともできるの

ではないかと思っています。

先日、アメリカの大学の教育の最新の実践がたく

さん集まり、eポートフォリオの実例もたくさん集

まる、AAC＆Uの年次大会に、西垣先生と行ってき

ました。そこでは、学生さんたちが作ったeポート

フォリオの事例が数多く紹介されていました。 6 年

前に行ったときはようやくそういうシステムをつく

り始めました、という状況だったのが、今では、学

生たちがそれぞれ思い思い自由に自分なりのeポー

トフォリオを描いていて、すごくクリエィティブに

描いていました。私は、大学でこんなふうに学んだ

んです、勉強したんですということを、企業の方も

含む他者に向けて発信するなど、自分の将来のキャ

リアに向けても活用しているのを目の当たりにしま

した。

もちろんそれらの例のように、eポートフォリオ

であれば、より簡単にできるという面もあるんです

けれど、学生がこれから自分の 4 年間の学生生活、

学びのプロセスを振り返るという意味では紙でも何

でも、さきほどの星野先生のお話のように袋に入れ

てでも何でもいいと思います。そういうようなこと

をやりながら、自分の学びを振り返ることのお手伝

いを、ラーニングセンターでできたら良いなと思っ

ております。

ただ、本当に限られたスタッフしかいませんので、

全学部の全ての学生さんのすべての学びにわれわれ

が寄り添うというのはなかなか難しいし、無理だと

思いますので、例えばさっき橋本先生もおっしゃっ

ていたように、全学共通教育の学びというものの振

り返りとか、全学共通教育の意義を学生に認識して

もらうとか、そういうところに特化してお手伝いす

るということもあるのではないかと思います。ある

いは各部局、学部、学位単位で、OCU指標や間接

うらやましく、うちでももうちょっと頑張らなく

ちゃなと思いながら某先生の顔をじろっと見つつ、

頑張ろうかなとちょっと個人的にも思っていますけ

れども、そういうような学生に対するフィードバッ

クということもやっぱり必要かなと。

学生調査、協力してくれている学生たちに、やっ

て疲労感だけが残るようなことでは困ってしまうと

いうか、ちょっと残念だなという気もしますので、

そういう意味での学生の学びに資するようなフィー

ドバックの仕方をうちの大学でもできるだけ今後検

討していきたいなというふうに今のところ思ってい

る最中です。

【大久保】ありがとうございました。では、飯吉先生

お願いいたします。

【飯吉】ありがとうございます。

まだ本学は、これからということではあるんで

すけれども、今後このように使っていくのかなと、

私が思っているものを少しお話しすると、まず、

OCU指標をせっかく開発しますので、それを各学

部で現在再点検している 3 ポリシーの、学修成果や

カリキュラムの点検や評価に使っていただければよ

いと思っています。学部ごとに個別に評価するシス

テムをつくったり、指標をつくったりするのは大変

だと思うんですね。それを省略化していただく一つ

のツールとしてOCU指標も活用していただけるの

ではないかということです。だから、まずは学位プ

ログラムごとの 3 ポリシーの点検、そこで目指した

学修成果とかカリキュラムの点検、学生は本当に、

どれだけどのよう学んでいるのかということを見て

いただくツールとして、まずそれぞれで活用してい

ただくということがあると思います。

そうやってOCU指標だけで見ると、乖離する可

能性があるんではないか、ずれがあるんではないか

という話も先ほどありましたが、間接評価として、

学生の意識を見る調査ももちろん行うわけですし、

あくまで、ツールの 1 つとして活用していただけれ

ば良いのだと思います。

あとは多分、我々が現在立ち上げつつあるラーニ

ングセンター・学修支援推進室で、例えばeポート

フォリオや紙のポートフォリオなどが作れればすば
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ステムをつくりたいと思い始めたのが、2009年、私

が高等教育開発センターの主任という役をやらされ

たころから考え始めたことでして、そのころから授

業アンケートをどうしようかという問題があるので

考え始めました。

少しセンターの中で議論をして、何回か議論をし

た上で全学の委員会に提案をし、といったところま

ではよかったのですが、そこから実はというか、大

阪の方はよくご存じかと思いますが、ちょっとビデ

オをとめてもらえたら……。某府知事がちょっとい

ろいろやらかし――やらかしじゃないですね。いろ

いろありまして、学内が大混乱を来した時期がその

後しばらくありました。

半年ほどにっちもさっちもいかないような感じ

だったんですけど、2010年に入りまして、ちょっと

学術情報センターの関係の方々ともいろんなことを

一緒にやりませんかというやりとりがあり、その年

からICTアクションプラン、学習・教育支援のため

のアクションプランというものを策定してやってい

こうじゃないかという話をして、その中でこのポー

トフォリオ、それから授業支援システムの整備ある

いはいろんなネットワーク環境の整備等を含めて

やっていこうというようなことを全学でやっていく

ようなことを考え始めて、学長からの委嘱という形

でそういうプランを立てて、2010年のときにそれを

大体議論して、アクションプランを立てて、2011年

の後半、後期からシステムの開発を始めて、システ

ム開発自身は半年プラスアルファぐらいですかね。

という形で、かなり突貫工事だったんですけど、そ

れぐらいで立ち上げました。

ですので、最終的には2012年からシステムを稼働

しているという状況になりますので、2009年から構

想を始めて、実現したのは2012年と。その間半年ぐ

らいは、ちょっとカットしていただくということに

すると、 2 年半ぐらいかかったと思っていただけれ

ばいいかなと思います。

【飯吉】ありがとうございます。

スタッフの体制ということですが、チーム長につ

いて、先ほど 4 名程度が挙がっていたと思いますが、

それに 1 ～ 2 名を足した人員がほぼすべてです。教

指標やポートフォリオを活用して扱っていく際の、

のお手伝いやご相談に乗るといった形でのかかわり

方があるのではないかと思いながら、本日の皆様の

お話を伺いました。われわれでやれる範囲なりに、

何か意義のあることができたら良いな、と思いまし

た。

【大久保】ありがとうございました。

大分時間が迫ってまいりましたけれども、まだ若

干フロアの質問に答え切れてない部分もありますの

で、残り時間で少しやりとりをしていただければと

思います。

【西垣】では、今出ていた論点に直接関係するような

質問が、星野先生と飯吉先生に 1 つずつございます

ので、すでにお話しいただいたことに補足があった

らお答えいただければと思います。また、河本様に

少し大きな質問が来ています。

まず星野先生にですが、eポートフォリオのシス

テムの開発とか導入に何年ぐらいかけたのか、また

そのときのご苦労についてお聞かせいただければと

いうことです。飯吉先生には、教学IRチームとか

学修推進チームとか、幾つかチームがありましたけ

れども、そこの教員・職員の人数の構成ですとか、

学修支援推進室の人員とか、差し支えのない範囲で

教えていただきたいということでした。

それから、河本様に、大分大きな話なんですが、

教育の質保証ということをきちんとやっていきます

と、結果的にどれだけ大学が頑張っても授業につい

てこられない学生が出て、その子たちを不合格にせ

ざるを得ないことが出てくると思われます。そうい

う人たちをどうすればよいかというのは大きな問題

です。アメリカなどではもう少し簡単に卒業できる

ところに転校していくというようなシステム（司会

注：トランスファーのことか）もあるらしいけれど

も、そういうようなものを日本でどうつくっていく

かに関してご見解がおありでしたら伺いたいという

質問がございました。

では、まず星野先生、飯吉先生、河本様の順番で

お願いできますでしょうか。

【星野】どれぐらい時間的な手間がかかったかという

ご質問だったかと思いますが、もともとこういうシ
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化をマッチさせたご質問なのかなと思うんですが、

質保証のシステムが確立して、それに学生がついて

これない場合にそういうセーフティーネットはどう

なんだという、極めて重要なご指摘だと思います。

前提として米国の事例を引いていただいていまし

て、アメリカではコミュニティーカレッジから研究

大学まで、レベルと言ってはなんですけれども、緩

やかなグラデーションがある中で、日本の大学は一

応横並びという前提があって、機能別分化とか、い

ろいろやっているんですが、上下をつけないという

ところで、トランスファーでレベルを落としながら

卒業というところは、恐らく着想は至らないだろう

と思うんですが、ただ一方で、これはやっては立ち

消えるんですが、プログラム制ですね。今は学生が

学部・学科に張りついてしまって、先生方も張りつ

く形になって、それがモビリティーをすごく、ハー

ドルを高くしているところを、プログラム制度を、

学位プログラムを導入することによって、学生のモ

ビリティー、興味、関心、あるいはセーフティーネッ

トというのは何かできないのかなという議論をして

は立ち消える。その原因が、大綱化したとはいえ、

立ちはだかっている設置基準の壁があって、まだ完

全に規制緩和され切っていないというところがある

んですけど、それはちょっと余談です。

ただ、すごく大事な話で、もう一つこういう政

策のラインアウトとかの話で言うと、紋切り型の学

生をつくるのかとか、そういうご指摘もいただいた

りするんですが、恐らくはそうではなくて、多分こ

ういうシステムをつくっても、何かガチっと教育シ

ステム自体を、教育そのものをシステム化するので

はなくて、多様な学生に多様に対応できていけるよ

うな大学の質保証というものをつくりながらドロッ

プアウトしていくような、事情のある学生さんたち

をいかにすくい上げるような柔軟なシステムという

のをどうつくっていくのかというのは、確かに考

えていかなければいけないなと思っておりますが、

ちょっと議論がそこに及んでいないというのが正直

なところでございます。

【大久保】大変重たい問題を答えていただきまして、

ありがとうございました。これはもうこの場で簡単

員で主に関わっている人間は、それしかいないとい

う感じでして、チーム長の下にいるチーム員として

の教員は、そのチームのチーム長になっていない教

員であり、相互に乗り入れているような状態で、み

んながかけ持ちで 2 ～ 3 のチームの中へ入っていま

す。専任教員に関しては、チーム長として、そのチー

ムの業務の責任を持って、中心になってやっている

教員がそれぞれ違う、という違いだけになっていま

す。

あと、先ほどご紹介した学修支援推進室（ラーニ

ングセンター）には特任助教の方に来ていただいて

いるという話をしましたが、今年度来年度と週 3 日

程度来てくださる方が 3 名です。今後は、毎年AP

事業としてのお金は減っていきだんだん自己資金を

入れていくというシステムに、すなわち文科省から

いただくお金というのはそういう形でだんだんソフ

トランディングしていくということを目指しなさい

というようになっていますので、その意味でも本学

の学内資金をどれぐらいそこに投入していけるのか

というところをこれから模索していくことが必要に

なります。その結果にもよりますが、とりあえず来

年度に関しては特任 3 名× 2 ～ 3 日で、あとはTA・

SAの方をどこまでお願いするかということになり

ます。

授業期間中は、やはり授業支援のためのTAとい

う形が基本だと思います。その他に春休みなどの休

み期間中に、学生の教材づくりやポートフォリオづ

くりにかかわってもらうTAさんが、どの程度いる

かなというところです。

あと、さきほど申し上げたように、すでに学内に

いろいろある相談室などで相談業務を担当されてい

る、特任やPDの方々にどこまでご協力いただける

かという点もあります。ただ、それはかなり教科に

特化した話になると思いますので、このOCU指標

を使った支援という意味では、われわれ専任教員と、

あとは特任の方々で、どこまでの範囲でやれるかと

いうことだろうと思います。

そういうご趣旨で聞いていただいたのだと思いま

すが、一応以上でございます。

【河本】私のほうからですが、恐らく成績評価の厳格
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ども、成績評価、これのあり方といったものをどう

いうふうに考えていったらいいのか。質保証、出口

のところの保証のための成績評価というようなこと

を考えていくのか、あるいはもうちょっと違うこと

を考えていくのか。成績評価の厳格化とか、いろん

なことが言われるんですけれども、そういうものを

通してもうちょっと今後の大学の教育を考える、一

つの成績評価といったものをきっかけに何か考える

ことが今後できないのかなということを、自分自身

の気持ちも込めてですけれども、そういうとろを

ちょっと私自身は今後考えていきたいなというふう

に考えています。

【大久保】ありがとうございました。

森先生、お願いいたします。

【森】私自身もAPのほうの審査のほうにはかかわらせ

ていただいているんですが、実は関西大学もAPを

採択いただいておりまして、複合型ということで、

アクティブラーニングと教育の可視化と。

私が着任した年に受託しましたので、「はい、あ

なたIR担当ね」と言われて、実は「えっ」と思い

ました。しかしこういうきっかけで本学の今までの

個々の先生がしておられた教育というものをしっか

り可視化していこうと、大学として担保していこう

といったようなときにつながったのがこのAP事業

の制度かなというふうに思っております。

そういう意味では本当に感謝しているんですが、

これをソフトランディングというよりも、うちは

ハードランディングを考えておりまして、これは内

部質保証システムのチェック機能を十分に果たして

いると。今は新しい学長には十分認識されていると

いうふうに思っております。

そういう意味ではこれは必要不可欠なので、AP

事業で加速と言いながらも、内部質保証の部分を

しっかりと補填いただいたので、これを今後はしっ

かり経常経費の中で回していくといったような判断

になっているだろうというふうに思っています。

最後、私のほうからの課題なんですけど、そもそ

も、やっぱりこれ、私個人からすれば、皆様にお聞

きしたかったのは、資質・能力ってはかれるのかと

いうところなんですね。先ほどの考動力も見ていた

に解決するような問題ではございませんので、引き

続きというところだろうとは思います。

既にお約束した時間60分をちょっと経過しており

ますが、最後に今後の課題についてお伺いして閉め

たいと思います。この課題も掘り下げますと、たく

さんございます。時間も限られておりますので、 1 点

に絞って、先ほど飯吉先生からソフトランディング

をしていく上で予算面の話が出てまいりました。本

学からは井上副学長・理事からお答えいただければ

と思いますが、あと、関西大学、大阪府立大学も含

めまして、こういうAP事業でそれぞれ動いており

ますけれども、 4 年の期間を過ぎますと独自に資金

調達をやっていかなければいけない。その辺の資金

面も含めたところをどのように今後解決していくの

かについてお話しいただければと思います。まず、

井上先生、いかがでございましょうか。

【井上】本学では、その点についての、ルールという

ほどじゃないんですけれども、大体定まってきたと

ころがあります。例えばポストドクター・キャリア

開発事業であるとか、博士課程教育リーディングで

あるとか、常に予算、経費の問題がつきまとってお

りまして、大学運営本部と一緒になっていろいろ検

討している中では、やはり文科省から頂戴した事業

経費が期限が切れたときには、その後一定期間大学

としてバックアップするというような申し合せはほ

ぼでき上がってきていますので、AP事業につきま

しても、終了後、大学として一定期間支援すること

になります。

【大久保】ありがとうございました。

星野先生、府立大学の方はいかがでしょうか。

【星野】今後の課題ということでよろしいですか。

 2 点。 1 つは、私の発表の一番最後でも申しまし

たように、こういういろいろな仕組み、いわゆる内

部質保証の仕組みというようなものをこれからうま

く回していく、活用していく、それをうまく機能さ

せるということが一番大事なことだろうなというの

が 1 つ。

もう一つ、きょうの大阪市立大学さんの取り組み

などのことも含めて考え、それと関係なくでもある

んですけれども、私の発表の中にもありましたけれ
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点から行くと、アクターが誰かという話になってく

ると思うんですね。アセスメントとかIRというのも

専門家の方が学内で全部をやるというのは、それは

それで一つの理想なのかもしれないですし、「高度

専門職」と文部科学省も書いていますので、そうい

う人材を育成していくというのも一つはあるんです

けれども、多分アセスメントというか、学修成果の

可視化のアクターはその専門職ではなくて個々の教

員だと思いますので、そこにいかに方法論も含めて

学内でフィードバックできるかというのが、フィー

ドバックなのかフィードフォワードなのか、ちょっ

とわからないですけど、ソフトランディングという

観点から重要なのかなと思いました。

【大久保】ありがとうございました。

司会者の不手際で、12分ほど超過しまして申しわ

けございません。時間の関係で特にまとめをいたし

ませんが、以上でパネルディスカッションのほうを

閉じたいと思います。それでは、ご登壇いただきま

した先生方に対しまして拍手をいただければと思い

ます。ありがとうございました。（拍手）  （了）

だくとわかるように、技能ははかれると思います。

プレゼンテーション能力とか、そういうものははか

れていきますけれども、例えば課題解決能力って一

体どうやってはかれるんだと。きょうご関係の方が

おられたら非常に申しわけなく思うんですが、いわ

ゆる外部テストのようなものの形、これは文科省も

進めたりしますか。ちょっとわからないですが、あ

あいうもので結局はかれるものなのかどうかといっ

たら私は非常に疑問で、遅効性ももちろんおくれて

くることもありますし、または状況依存というのが

非常に強いものなので、変に数値化してしまって、

学生がこれできないと思うほうの弊害もやっぱりあ

るのかなと思ったりしています。

そういう意味では学習研究としてもどうやっては

かれるのかということを、だから諦めるわけではな

くて、今後もこういうような会でほかの大学がどの

ようなことをされておられるのかということをしっ

かり見ていきながら、やはり日々開発かなというふ

うに思いました。そういう意味ではきょうは本当に

勉強になりました。ありがとうございました。

【大久保】ありがとうございました。

最後に、河本様お願いいたします。

【河本】ソフトランディング。じゃあ、お金を切るな

よという話になりかねないので……。（笑）

ただ、仕事じゃないですけど、アセスメントと

かIRの関係を少し、UCバークレーを見に行ったと

ころなんですけど、あそこの担当者が実は日本人の

先生で、ワタナベさんで、話をしていたときに、ア

セスメントというのをIRに置くのかティーチング・

アンド・ラーニングに置くのかというので大学の特

徴がすごく出るという話を、きょう大阪市大の取り

組みを見て思い出していたんです。

つまり、IRに置くとアカウンタビリティに走っ

て、チェック、チェックというか、外に出していく

ためのアセスメントになるので内部が疲弊するんで

すけど、ティーチング・アンド・ラーニングに置く

と教育におのずとフィードバックされていくような

活動につながりやすいんじゃないかと。ちょっと理

念的ではあるんですけれども。

そうなってくると、要はソフトランディングの観


	15-1-20
	DBn0150120



