はじめに
市原靖久（教育推進担当副学長）
文部科学省の平成21年度大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログ
ラムに採択された関西大学の「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」は、大規模
私立大学における教育方法の改善とアクティブ・ラーニングの展開を目的とする取り組
みであり、学生・事務職員・教育職員の三者協働体制を充実させながらこれに取り組ん
でいこうとするところに最大の特色がある。そして、このような取り組みを効果的に進
めるために、①アクティブ・ラーニングを支援する学部学生ラーニング・アシスタント
（LA）の育成と活用、②教師の教育法を主とするFD活動（How to Teach）から学生を
主体とするFD活動（How to Learn）へのパラダイムシフトに連なる、学生の問題発見能
力等の育成に軸足を置いた教育の展開と学習支援システムの再構築、が具体的目標とし
て設定されている。
こうした目的や目標を実現するために本学でおこなわれた平成23年度の取り組みの詳
細は本文に譲るが、3年目の取り組みの主要な成果として、以下の3点をあげることがで
きる。
（ア） 三者協働体制の確立
単に各教員の個人的な努力にとどまらない、組織的なアクティブ･ラーニングの展開
を可能にする基盤組織として、教員・職員・大学院生スタッフからなる三者協働体制
を確立した。
（イ） 学生スタッフのための研修システムの整備
TA・SA・LAというそれぞれ役割の異なる学生スタッフの特徴に応じた研修を定例的
に実施し、制度化した。特にLAの研修については、業務振り返り等を通じてLA自身が
企画・運営するというユニークなものであり、このような、LAの自己研鑽を踏まえた
研修制度作りそのものが、LAのコミュニティの成長の大きな契機となっている。その
結果、LAたちの外部発表や他大学との交流の機会も増し、そうした経験がさらなる業
務の質の向上へとつながるというポジティブ･サイクルを形成しつつある。
（ウ） アクティブ･ラーニング科目の構造化と、アクティブ･ラーニングのコンテンツ、ツー
ルの充実
スタディスキル科目群を、レベルや分野に応じて構造化し、学生の質的・量的な多
様性に応じた柔軟なカリキュラム構成が実現できるようになった。結果として、当該
科目群を受講する所属学部、所属学年次が多元化してきており、これは、本取り組み
が単なる局所的なものにとどまらない、より広範囲な全学レベルの「考動力」育成へ
と今後つながってゆくことを十分に予感させるものである。

本学は、自ら考え行動する力、深い思慮に依拠しつつ物事に果敢に挑戦し行動できる
力を「考動力」と表現し、これを人材育成の基本方針としているが、考動力を養成する
ためには、学生の主体的・自律的学習すなわちアクティブ・ラーニングが不可欠である。
本学では、また、教育の質の維持・向上の土台となる教員・職員・学生のチームワーク
を培うことをFD活動の原点としているが、アクティブ・ラーニングの取り組みおける三
者協働体制の充実化は、この原点に結びついている。
「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」は、本学における教育推進・教育改善
の理念を具体化していくプログラムに他ならない。文部科学省の大学教育推進プログラ
ムとしての活動は平成23年度をもって終了するが、平成24年度以降も、過去3か年にわた
る取り組みの成果を継承・発展させながら、本学における教育推進・教育改善をさらに
進めていきたいと考えている。
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第1章
三者協働型アクティブ・ラーニングの展開
―大学院生スタッフとともに進化する“How
to Learn”への誘い―
平成 23 年度の取組とその成果
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１

取組の概要

（１）概要
本取組は、大規模私立大学においてアクティブ･ラーニングを展開し、教育方法の改善を推進するた
めに、①初年次学生向け PBL 型科目「スタディスキルゼミ（それぞれ「PC で学ぶ」、
「ノートをまとめ
る」、「新聞で学ぶ」、「レポートを作成する」、
「プレゼンテーション」
、「課題探求」、「ディベート」の 7
テーマ）」における能動的学習モデルとしての LA（ラーニング・アシスタント）の活用と、SA・TA も
含めた学習支援学生スタッフ育成のための研修制度をデザインし、②学生の問題発見能力等の育成に軸
足を置いた教育の展開ならびに学習支援システムの再構築を図るため、FD 活動について“How to Teach”
から“How to Learn”へのパラダイムシフトを目指す。これらは、教育工学等を専攻する博士後期課程
学生を中心に構成するアドバイザリー･スタッフ（AS）、事務職員、教育職員の三者協働体制を充実させ
ながら取り組むものであり、これにより、関西大学が学士課程において身につけるべき力として掲げる
「考動力」の育成を行う。

（２）取組の目的・内容・進め方
１) 全体
本学に胎動しつつあった “How to Learn” へのパラダイムシフトを発展的に継承し、教育改善の
質的充実を学生・職員・教員による三者協働によって推進することが本取組の目的であった。それ
を実現するため、①支援体制の組織化、②当該組織の持続的成長を可能にする研修の制度化、そし
て③アクティブ･ラーニングを充実するためのコンテンツ・メソッドの開発を本年度のより具体的
な行動目標とした。
まず、①については、三者協働体制の充実を図ることが目的となった。取り組みの核となるメン
バーとして、教員 4 名、職員 2 名、アドバイザリースタッフ（AS）3 名の計 9 名が本取組に参画
した。これらメンバーの資質向上を図りながら、
本取組のキーとなる LA の発掘と養成にあたった。
次に、発掘された LA 候補者を学習支援者として育成するため、②独自の研修プログラムを開発
した。本取り組みの特徴は、さまざまな意味で LA が「媒介項」となる中間的存在であることに求
められる。LA は、「担当教員-受講生間」、
「受講生同士」、
「担当教員間」、
「教員-職員間」などのさ
まざまなカテゴリーや職域の異なるアクター同士の間を行き交い、連携の契機となる。従って、そ
うした LA の特性をのばすためにも、LA を対象とした研修プログラムは単なる授業内での LA の
資質向上を目指すためだけのものではなく、相互交流を促進させるためのものであることが望まし
い。そこで、研修プログラムを AS、教員、職員の三者協働体制によるサポートの元で、LA 自身が
開発にあたった。また、学生 FD サミットへの参加や、関西地区 FD 連絡協議会でのポスター発表
を行うなど、異なるカテゴリーに属する組織やグループなどとの積極的な情報交換の場に参加させ
ることで、LA の「越境志向」の涵養をはかった。これらの諸活動を通じて、授業時間外に学生が
意見や情報を交換し、相互に知的成長を確認し、あるいは刺激できる機会や場を種々用意すること
により、学生の主体的参与を促す「知的プラットホーム」として充実させることができた。LA か
ら学習者へのエンカレッジング・メッセージとして、LA 自身が企画・作成・発行した「スタスキ
新聞」や「LA 通信」が発信され、学習者の視点に立ったラーニング・チップスの作成も LA 自身
が行った。
最後に、③アクティブ･ラーニングを充実するためのコンテンツ・メソッドの開発にあたっては、
PBL 型授業の履修後も学生がアクティブ・ラーニングを自発的に深化させていくため、入門レベル
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から応用レベルまでに細分化された科目群を開講した。これらの科目におけるコンテンツやメソッ
ドの開発のため、授業事例をデータとして蓄積し、ケーススタディを可能にするため、担当教員間
の情報交換会を実施した上で、アーカイブづくりを行った。このアーカイブに基づいて、全学的に
実施している授業評価アンケートを全面的に刷新し、学生の学習への傾注の度合いを評価軸に組み
入れた授業評価を実施した。以上が、学生の学習を促進するための授業改善に必要となるデータ、
情報として、授業のコンテンツやメソッドの継続的な進化をもたらす基盤となった。
以上全ての取り組みの実施項目を通じて、絶え間なく成長する三者協働組織を確立し、アクティ
ブ・ラーニングを展開することで、
「考動力」を持った関大人の育成を推進した。

２) 昨年度の取組の成果
昨年度は、取り組みの 2 年目として主に初年度に開始したサブ･プロジェクトを展開させてゆく
ことが課題となっていた。三者協働組織の充実と確立、学生スタッフの研修制度の実施、アクティ
ブ･ラーニング科目群やコンテンツの発展、を中心に事業を行い、以下の成果を得た。
① 授業支援 SA の日常業務への取り組み姿勢や研修会での参画寄与度などを行動観察した
上で、授業支援 SA のなかから LA 候補者を発掘することにより、SA の授業への参画意
識の向上を図り、SA 研修の質的改善を行うことができた。
② LA たちが自らの業務経験に照らした課題や問題を把握したうえで、それらの課題に呼
応する形で学生のアクティブ・ラーニングを効果的に促すための能力を身につけること
ができた。たとえば、教員とのコミュニケーションをいかに頻繁に図るか、といった対
教員に関する課題や、教員の意図や説明をいかに分かりやすく受講学生に伝えるか、と
いった対受講学生に関する課題を LA たちが抱えていることが明らかになってきたこと
を踏まえ、情報を整理し、構造化するための「クリティカル・シンキング」の研修会（11
月）
、分かりやすく適切に伝えるために、自分の発言がどのように相手に受け止められる
かを意識し、相手の理解を確認しながら表現を行うためのファシリテーション研修（3
月）を実施している。それぞれの研修会を通じて、LA たちの情報の整理・思考力、お
よび表現力の底上げをはかった。
③ 「メディア表現論」等の大規模授業において、ICT 等を活用し、受講学生の課題や感想・
意見などをとりまとめ、分類・構造化を施すことで学生にフィードバックを行い、学生
のアクティブ・ラーニングを支援し、教員との連携がとれる TA を育成することができ
た。これにより、多人数クラスにおいても受講学生のモチベーションをより喚起し、さ
らに効果的なアクティブ･ラーニングを実践するための一つのメソッドを確立すること
ができた。
④ AS が、企画運営力、メンターシップ、ファシリテーションスキル、コーチングメソッ
ドを身につけ、さらに後継者となる LA への各種スキルの伝承ができる水準に達するこ
とができた。
⑤ LA の活用促進活動を継続した結果、平成 21 年度と比較して LA 活用科目が 5 倍以上
（4 クラス→23 クラス）、LA 活用教員が 6 倍以上（2 名→13 名）となった。「東北
地方太平洋沖地震の発生によりワークショップそのものは未実施に終わっているが、三
者協働型アクティブ・ラーニング平成 22 年度成果報告書」の配付等により、この 1 年
間の可能な限りのノウハウ共有に努めた。また、企画・立案に AS が関わることで、教
員対象のワークショップの企画・立案に必要なノウハウを身につけることができた。
⑥ アクティブ・ラーニングに関する文献研究を教員・職員・大学院生スタッフが三者協働
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で継続し、知見をより深く共有することにより、アクティブ・ラーニングの効果的な展
開に向けたスタッフ間での価値基準のすりあわせや合意形成の素地づくりを行うことが
可能となり、さらにその成果を授業や学生にフィードバックすることができた。
⑦ アクティブ・ラーニングの効果測定のためのデータを蓄積し、中間のとりまとめを行う
ことにより、本年度の授業における修正点・改善点を発見することができた。たとえば、
受講生のより深い思考を促すには授業のスタイルや進度の調整が重要な要素となるが、
特に初年次の学生にとっては、パワーポイント型の授業などのような進度の速い科目を
十分に咀嚼するだけの受講スキルが育っておらず、受講生の授業への積極性をくじいて
しまうおそれがあることが調査から明らかになっている。こうした課題を踏まえて、さ
まざまな授業の中でも積極性や能動性を発揮してゆくための受講スキルを育むために、
つまずきやすいタイプの授業でも授業を咀嚼してゆくための授業コンテンツを開発、さ
らにパイロット的に運用し、一定の成果を得ることができた。
⑧ 双方向授業における課題ならび問題を検証・抽出し、LA の活動パターンの類型化を行
うことができた。例えば LA による学習支援は受講生にとっておおむね肯定的に受け入
れられ、その成果は現れていることが分かっているが、LA が介在することによって受
講生が LA に頼り、逆に受講生の自発性が損なわれてしまう恐れがあることも分かって
きている。こうしたリスクをできるだけ回避するには、LA には常にプロセスをモニタ
リングし、自分の活動がどのような結果をもたらしたかについて意識的になってもらう
必要がある。そこで、LA のプロセスモニタリングを促すために、活動パターンの類型
化に即して、次年度以降の「業務振り返りシート」を改善し、業務の質を高める礎とす
ることができた。
⑨ LA 自身がそれぞれの業務における課題・問題を描出することで、コミュニティ作り、
自律性の向上を図りながら、自らの業務に対する意義・使命感・誇りを確認することが
できた。具体的にはたとえば「発言を促してもなかなか声を発して話してくれない受講
生にどう対応したらよいか」といった日常業務で生じる事例をベースに、どのように、
なぜ、どういった対応をとるか、といった議論を活発に行っている。こうした事例に自
分たちなりに責任ある回答を示してゆくことで、LA としての自覚や責務意識を育くむ
ことが可能となった。
⑩ PBL 型授業と学習時間や成績との相関の有無と相関の程度を把握し、２年次以降に開講
予定のより高次な同趣旨の科目のデザイン・調整に生かすことができた。
⑪ 学習プロセスの支援や、学習者の孤立感の緩和などによって、アクティブ・ラーニング
においてつまずきうる学生たちのケアを施す仕組みを構築することができた。
⑫ 所属クラスの異なる LA 同士が交流する機会を提供することにより、LA たちの業務へ
のモチベーションの向上と情報の共有化が促され、これにより LA による業務全般の質
の向上を図ることができた。
⑬ FD フォーラムにおいて学生自らの知的体験を報告する場を提供することにより、学生
の知的な成長の機会を拡大することができ、フォーラムに参加いただいた岡山大学の学
生委員（SweeTFood：教職員教育改善専門委員会）との交流の端緒を得ることもできた。
また、フォーラムの企画・運営に参画することにより AS の研修成果を活用することが
できた。
⑭ 自己点検・評価結果を踏まえて、次年度の教育プログラムの質的向上を図ることができ
た。自己点検・評価は、本取り組みの三つの軸である ①三者協働体制の確立、②学生ス
タッフに対する研修プログラムの確立、③アクティブ・ラーニングのコンテンツにおけ
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る充実、以上それぞれの分野に分けて実施している。
①については、教員・職員・学生スタッフの定例的なミーティングを踏まえた業務体
制がすでに確立しており、教員・職員が主導的な役割を担っていた範囲が次第に縮小し
つつあること、それに反比例して、学生スタッフが中核的な役割を担う範囲が増えつつ
あることから、所期の目的はほぼ達成されていると評価した。こうした組織の成長を踏
まえ、次年度は学生スタッフが主導的に活躍する場を（特に研修企画の場）を増やし、
学生スタッフの自律性を育成するプログラムとした。
②については、合宿や業務の振り返りを含めた学生スタッフの研修メニューの増加を
もって、所期の目的はすでに十分に達成されていると評価した。すでに学生スタッフ主
導での研修プログラムの企画・運営・実施のノウハウが確立しつつあるので、次年度は
各メニュー同士の連携やカリキュラム化をにらんだ研修プログラムの企画を実施してい
くこととした。また、われわれの蓄積した研修プログラムのメニューについては可能な
範囲で公開し、ノウハウの波及に努めることとした。
③については、主にLA がスタッフとして参画する少人数初年次ゼミクラスの受講者
数、受講希望者数、実際にLA がスタッフとして参画したクラスの数、クラスの種類、
クラス担当教員数、の数値がすべて増加していることから、本学におけるアクティブ・
ラーニングは順調に展開しつつあると評価した。次年度は、各教員が当該科目の担当経
験を通じて潜在的に蓄積してきたアクティブ・ラーニングの具体的な内容や実践例を、
担当教員間での情報交換会などを踏まえて、できるだけ細かく区切ったモジュール単位
で収集し、担当教員向けのハンドブックとして明示化してゆくこととした。モジュール
は学期単位で収集し、累積したノウハウはアーカイブとして多くの教員に活用いただく
こととした。
以上の成果のそれぞれを踏まえて、最終年度での事業の完成をはかることが、今年度の課題とな
った。

３) 本年度の目的
本年度においては、まず①三者協働組織の恒常性の確立と、次年度以降への継承をにらんだ運営
ノウハウの定式化、②AS・TA・LA・SA 等の学生スタッフの研修制度の確立、③評価方法・評価
検証制度の運用、の三つを中心とした事業計画を推進し、本取り組みの今後の安定的な運営に向け
た各取り組みの本格実施と最終的な調整をはかった。
これまでLAの活用母体を徐々に拡充し、LA間の連携を促してきたことにより、LAの学びのコミ
ュニティが自律性を獲得しつつある。これにより、LA間の情報交換と相互研鑽の機会が増加し、
「LAの活躍機会の拡大がLAの質的な向上に還流する」というポジティブ・サイクルが形成されつ
つある。本年度はこのサイクルを、LAの授業内・授業外の多様な活用の促進と、より応用的な研
修の実施により、安定的で自律的なシステムとして確立する（①、②）。さらに、これらの事例を
積極的に発信してゆくことで、多くの教員が利用可能なメソッドの共有化を実現しつつ、学外との
連携も視野に入れた展開を目指した。加えて、これまでの調査研究に基づいたテキスト作りを行い、
評価制度の運用と併せて、大規模私立大学の全学共通教育に期待される授業内容の標準性の確保を
試みた（③）。
また、大人数講義での学生参画をうながす「学生提案科目」を、大規模私立大学型でのアクティ
ブ･ラーニングのコンテンツとして、全学共通科目の枠内で企画・運営・実施することを支援した。
以上を通じて、本年度において本取り組みが目指すアクティブ・ラーニングの展開の一定の完成と
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方向性の確立を目指した。
なお、本取組に関するより多くの教員からの理解と協力をあおぐため、Web ページでの積極的な
広報活動を展開するとともに、本取り組みの実施に資するアクティブ･ラーニングに関する包括的
な研究成果をまとめた研究紀要を公刊し、本取り組みの最終報告を旨とするフォーラムを開催した。

２

本年度の取組実施計画とその狙い

１) 本年度の実施計画
本年度の取組の目的を達成するため、以下を実施計画とした。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
4 月～ 3 月
10 月～12 月
10 月～12 月
12 月～ 2 月

TA・SA・LA および AS への研修制度の確立
双方向型授業の普及・推進・定着
各 TIPS の完成
大規模私大型のアクティブ・ラーニング用のテキストの発刊
授業外学習時間・図書館利用時間に関する成果検証
学生の学習相談窓口の継続運用
恒常的なミーティングの開催（隔週で実施）
「学生提案科目」及び科目提案学生委員会の支援
定例フォーラムにおける最終成果報告
学内全体での自己点検・評価
学外有識者による外部評価

２) 本年度の実施計画の狙いと期待される効果
本年度の取組の目的は、それぞれ以下を期待して設計したものである。
① 【SA】授業支援 SA から LA 候補者を恒常的に発掘することで、SA の大学への参画意識をより高
め、授業への参画意識向上につながるよう SA 研修の質的向上を図ることができる。
【LA】実際の
授業場面において、学生のアクティブ・ラーニングを効果的に促す能力を身につけることができ
る。また、LA 同士の情報交換を通じて、多様な授業場面での学習支援の方法を身につけることが
できる。【TA】特に大規模授業において ICT 等を活用し、学生のアクティブ・ラーニングを支援
する TA を育成することができる。
【AS】研究によって蓄積した知見を現場に反映し、フィードバ
ックする機会を得ることで、より実践ベースの教員支援・学生支援のノウハウを身につけること
ができる。
② LA の活動事例に関する周知が得られることによって、LA を活用した授業・クラス数が増加する
とともに、多様な方面からのアクティブ・ラーニングの展開が期待できる。また、担当教員の情
報交換の機会が増すことによって、より効果的な教員支援のメソッドを開発する萌芽となる。
③ それぞれの業務における課題を描出することにより、学生支援スタッフたちが陥りやすい問題を
明らかにし、さらに、それらの問題の解決に向けて学生スタッフが自ら取り組むことによって、
彼ら/彼女らの自らの業務に対する使命感を育むことができる。
④ 全学共通教育に求められる授業内容の「標準性」を確保し、学生への公平性を維持することがで
きる。また、本取り組みの推進による PBL 型授業科目のクラス増に伴い、より多くの教員の科目
担当が期待されているので、そうした状況を踏まえた時宜にかなった教科書が発刊されることに
より、特に新任の担当教員がより容易に、質の高い授業運営を実施することが可能になる。
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⑤ アクティブ・ラーニングの効果測定の指標を作成することにより、学生の動機づけの向上の度合
いや、学生の学習への参与の度合いを相互比較可能な仕方で把握することが可能になり、授業運
営のための指針として活用することができる。
⑥ アクティブ・ラーニングにおける学生のつまずき等を理解し、対処・予防することができる。ま
た、学習支援にあたる AS にとっては、研究によって得られた知見を現場での営為をつうじて精緻
化させることが可能となる。
⑦ 三者の異なる立場からの情報を有機的に統合する機会を頻繁に持つことによって、柔軟な対応が
必要とされる本取り組みにおいて、より多元的で多層的な視野からの運営が可能となる。
⑧ 学生が自ら授業科目を提案し、デザインするシステムの構築を支援することによって、学生の自
主性、能動性を育むことができる。また、特に多くの学生が受講可能な大規模授業において中心
的に学生提案科目を創出してゆくことで、全学規模での学生の参画意識を醸成してゆくことがで
きると期待できる。
⑨ 学内外に学生自らの知的体験を報告する場を提供することにより、学生の知的な成長の機会を拡
大することができる。さらに、同趣旨の学生参画型の取り組みを行っている他大学の学生・教員
との情報交換を通じて、外部との連携の機会を獲得することができる。
⑩ 自己点検・評価結果を踏まえて、来年度以降の教育プログラムの質的向上を図ることができる。
⑪ 自己点検・評価結果を踏まえて、来年度以降の本取り組みの組織体制をより発展的なものに見直
すことを通じて、取り組みの継続性・持続性を確保することができる。
⑫ 本取り組みの成果を客観的な地点から評価してもらうことにより、来年度以降の持続的な運営に
必要な知見を得ることができる。

３

LA(Learning Assistant)について

ア）LA 活動報告
（１）LA 活動報告
LA（Learning Assistant：以下 LA）とは、全学共通教育の初年次導入科目を中心に、学習支援を行
う学生スタッフのことであり、本取組での中核的な役割を担っている。本学では、SA（Student Assistant）
は主に、授業に必要な配付資料の印刷、出席管理、プロジェクタの設営などの物理的・事務的な環境整
備である「授業支援」を担当し、TA は主に、授業資料作成などの「教員支援」を担当している。LA は、
授業の物理的な環境整備ではなく、むしろ授業内容に積極的に関与しているという点で SA とは異なり、
教員の補助ではなく、より授業学生に近い立場からグループワークの支援を行っているという点で TA
とは異なっている。また、SA、TA の存在によって授業担当教員の負担は軽減されるが、LA の存在は
かならずしも「授業運営を楽にする」訳ではないということも重要な特徴である。では、LA はいった
い何をしているのか。
LA の具体的な業務の詳細は次節（「LA の業務分析から見る業務の特徴」P.10 以降）に譲るが、主立
った役割としては、参加型授業モニタリング、質問への対応、司会進行役の学生の補助、書記役の学生
の補助、モデルとしてプレゼンなどで見本を示す、などの業務を行っている。ただしこれらの業務は、
あくまで学習支援なのであって、教員への支援に限るものではないことに特徴がある。たとえば LA は、
グループワークについていけない受講生がいたり、ワークの難易度や量に問題がある場合に、教員にそ
れを指摘する、といったことを行っている。こうした LA の受講生目線からの示唆を教員が授業にフィ
ードバックし、授業の進度と深度をコントロールすることで、授業はよりよいものへと改善されて行く
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ことになる。しかしながら、こうした LA からの示唆は、教員の負担を軽減するというよりは、たいて
いの場合むしろさらなる労力を教員に求めるものである。その意味で LA は、教員にとって授業運営を
楽にするための存在ではなく、教員の授業へのエンゲージメントやコミットメントをより高め、授業改
善へと差し向けて行くための存在であると表現することができよう。これは、LA の TA や SA との大き
な相違点である。
そう考えると、LA が大学院生ではなく学部生でなければならない理由もより明確になってくる。受
講生目線で授業に参画し、受講生の状況や作業内容をモニタリングするためには、実際に受講生と一緒
に作業し、受講生と場をともにする必要がある（クラスによって業務に違いがあるため、それが全ての
LA の業務になっているわけではないが）。言うなれば、そこでは「エスノグラフィー」が必要となって
いる。しかしながら、該当科目の内容や、担当教員について馴化しすぎてしまうと、LA が受講生と同
じ作業を授業内で実施するのは難しくなってくるである。それはひとつには、熟達した LA は良くも悪
くも「受講生」としてのスタンスから、より教授者側のスタンスへと意識や認識がシフトし、授業のな
かで実際に作業を行うことそのものへの熱意や肯定的態度が薄れていってしまうこと、もうひとつには、
熟達しすぎた LA がプレゼンやディベートなどの「手本」を授業内で示したとしても、それは受講生に
とってはなかなか到達可能性を感じることが難しい、ということに理由を求めることができるだろう。
つまり、確かに一方で LA としてのある程度の熟達化は不可欠である一方で、過剰な熟達化や業務への
馴致は、授業改善のための学習支援者としては決して適切なものではない。その意味で、主に初年次学
生が受講する全学共通科目の学習支援者としては、大学院生は熟達化しすぎてしまっているのである。
本取り組みにおいては、二年次や三年次学生が LA スタッフの中心層をなしている。また、多くの LA
が二期目、三期目とキャリアを重ねてゆく過程で、別のクラス（たとえば「スタディスキルゼミ（ノー
トをまとめる）」から「スタディスキルゼミ（ディベート）へ」）を担当させたり、当初配属していたク
ラスの担当教員とは別の担当教員のクラスに配属させるなどして、できるだけ LA たちに常に未知の領
域への領域にチャレンジさせ、業務に馴化されすぎないような工夫も実施してきた。これらの工夫は、
LA の熱意や肯定的態度を学生に伝播させることでアクティブ･ラーニングを推進していこうとする本
取り組みにおいては、本質的な機能の一つを果たしていたと言うことができるだろう。
さて、授業を担当する教員によって、その授業に配属する LA の業務内容には差異があるものの、原
則的には LA は一クラスに 2～3 名程度のチームで業務に当たり、半期の授業の全てを担当している。
LA は、全学共通教育のなかでも「スタディスキル科目」と呼ばれる科目群で業務を行っている。
「スタ
ディスキル科目」は、「スタディスキルゼミ」・「論理的に考える」・「文章力をみがく」の三つの科目か
らなり、さらに「スタディスキルゼミ」は、「ノートをまとめる」・「パソコンで学ぶ」・「新聞で学ぶ」・
「レポートを作成する」
・
「プレゼンテーション」
・
「課題探求」
・
「ディベート」の七つのテーマに分かれ
ている。
学生が LA として学習支援を行うには、すでに前学期までにその授業を受講していることが基本的な
要件となっており、具体的にどの学生を LA として採用するかは、原則として教員からの推薦に依って
いる。LA の推薦基準は教員によってまちまちであり、
[教員 A]


当該授業へのコミットメントが高いこと



グループワーク中の他メンバーへの気配り

[教員 B]


分析的な視点から自らの気づきを文字化できる



当該授業を通じて成長が見られた
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[教員 C]


責任感を持っている



当該授業を「価値あるもの」と捉え、肯定的態度で楽しく受講している

といったように、担当教員によって相当程度異なっている。これは、学習支援者に期待するものが、
つまるところ「学習とは何か」、
「授業とは何か」といった教員の授業観や信念の違いを反映せざるをえ
ないからであろう。
さて、GP 最終年度にあたる今年度の LA たちの人数や、LA が担当した授業数は以下で示す表の通り
である。昨年度に引き続き、今年度も LA の数、LA の活用クラスともに量的拡大を実現することがで
きた。これは、LA 制度全体が安定的な運営の軌道に乗っていることを示すものとして捉えて差し支え
ないだろう。
【表 1】
2009 年度

2010 年度

2011 年度

LA の数

12 名

38 名

47 名

LA を活用したクラス数

10 クラス

23 クラス

39 クラス

2名

11 名

14 名

40 クラス

46 クラス

54 クラス

663 名

704 名

1087 名

843 名

1042 名

2274

LA を活用した授業を
担当した教員数
スタディスキルゼミの
クラス数
スタディスキルゼミの
受講者数
スタディスキルゼミの
受講希望者数

（２）

LA の業務分析からみる業務の特徴

本稿では、｢ＬＡが日常的にどのような業務を行っているのか｣について明らかにするため、ＬＡの業
務に何らかのパターンや共通項を見いだすことを目的とした分析について取り扱う。また、結果にふれ
るだけではなく、分析を行う際に基礎データとして用いた「ＬＡリフレクションペーパー」と「業務一
覧表」の成立の経緯についても言及する。これは、ＬＡの業務をより理解する際の一助となると判断し
たためである。

１） ＬＡの業務報告書とは
分析の方法について言及する前に、まずは基礎データとして用いた「ＬＡリフレクションパーパー」
（資料１）について説明を行う。そして次に、ＬＡリフレクションパーパーを作成する際に重要となる
「業務一覧表」（資料２）とはどのようなものかについて触れる。
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ａ）ＬＡリフレクションペーパー
①目的
ＬＡが日常的にどのような業務を行っているのかについての概要を把握することを目的とした。
②内容・記入手順
ＬＡリフレクションペーパーは、選択肢と自由記述を組み合わせてＬＡ自らが作成する自己申告形式
の報告書である。ＬＡは毎時の業務終了後、その内容をふりかえりつつ作成を行う。
手順としては、自らがその日行った業務内容に最も近い選択肢を｢業務一覧表｣から選び出し、ＬＡリ
フレクションペーパーの【活動内容】欄に記入する。次に、その選択肢に対応させる形で、【具体的な
活動とその結果（客観的事実）】欄、【活動の理由、その時感じたこと、自己評価（内面）】欄のそれぞ
れに、業務内容の具体的な説明を自由記述形式で行う。また、業務の流れを簡略化して俯瞰するための
【大まかな授業内容】欄や、自分自身の成長目標やそれを達成するための工夫を可視化するための【今
期の目標】欄や【目標達成のために今日行った事】欄についても同じく自由記述形式で毎回記入する。
また、
【氏名】、
【科目名】
、
【担当教員名】、
【日時】のような必要事項を記入することは言うまでもない。
③提出方法
授業１コマに勤務する度に、ＬＡには 1 枚のＬＡリフレクションペーパーの作成が義務づけられてお
り、例えば、あるＬＡが水曜日に 2 コマ勤務した場合は、それらが同教員の同科目の授業であったとし
ても、そのＬＡは 2 枚作成して提出する必要があるといった具合である。なお、提出期限は授業後 48
時間以内とされている
また、作成したＬＡリフレクションペーパーは、センターに提出するだけでなく、それを１部コピー
したものを、授業担当教員に提出することも義務付けられている。
④用紙の形状と配付方法
ＬＡリフレクションペーパーは、Ａ４用紙ヨコ 1 枚に定型のフォーマットが印刷されたものとなって
いる。なお、記入用紙は教育開発支援センター内に設置されており、必要に応じてＬＡが自由に確保す
る形を取っている。
⑤実施開始時期
2011 年春学期に開始し現在に至る。なお、2009～10 年度までのＬＡリフレクションペーパーは完全
な自由記述形式であったため、本稿で取り扱うものと区別するため、これ以降は“旧ＬＡリフレクショ
ンペーパー”と表記する。
ｂ）業務一覧表（資料２）
業務一覧表とは、ＬＡの業務の形態を分類し一覧化したものである。ＬＡが前述したＬＡリフレクシ
ョンペーパーを作成する際には、この一覧表の選択肢を基に記述している。
①目的
ＬＡの行う業務報告の質を、ある程度均質化すること。そしてそれにより、ＬＡがどのような業務を
行っているのかについて、より詳細な全体像の把握が可能となることを目的とした。
②作成の経緯
業務一覧表の作成着手に至った経緯としては、2010 年 5 月実施の全ＬＡを対象とする“業務中間振り
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返り会”において問題が発生したことが契機であった。その問題とは参加したＬＡから「どのような仕
事をすれば良いのかわからない」という困惑の声が寄せられたことである。その多くは、ＧＰ事業がス
タートして勤務 1 期目を無事に終え、勤務 2 期目に入っていたＬＡから寄せられたものであった。これ
は、実施 2 期目を迎え、ＬＡ導入を希望する教員の増加により、受講経験のない授業科目にＬＡを配属
するケースが増加したことにより発生した問題であった。
ＬＡの困惑は深刻であり、運営スタッフとしては何らかの支援を行いたいが、スタッフも各ＬＡが授
業内でどのような業務に携わっているのかについての詳細かつ具体的な把握のない状況であっため、的
確なアドバイス等の提案を行えない状態であった。そもそも 1 期目の勤務においてＬＡが各授業でどの
ような勤務をしていたかについても、誠実に真摯に取り組んでいる“態度”は伝わってくるが、具体的
に“何を”しているのかについては不明瞭であった。
このような事態を受け、各ＬＡが業務において具体的に“何を”しているのかについて、全てのＬＡ
から日々の業務内容を抽出可能な仕組みづくりが必要となり、その模索・検討の結果成立したのが業務
一覧表である。
この業務一覧表の特長は、ＬＡの業務行動を選択肢形式で一覧化したところにある。選択肢形式には
問題点が多いことも承知の上であるが、あえてこれを選び取ったことには以下のような理由がある。
ＬＡの業務の中心は教室における学びの支援にあり、その営みは非常に複雑な活動である。そのため、
自らの行為をふりかえり言語化する際に困難を感じるＬＡが存在していたとしても無理はない。つまり、
複雑で高度なパフォーマンスを実際の業務においては示しているにも関わらず、行為の言語化が不得手
であるために、報告の記述が薄くなってしまい、結果、彼らの実際の活躍を把握しにくいという事態に
陥ることは想像に難くない。そこで、言語化が不得手なＬＡにとって「選択肢」は、記述の際の“目安”
として、つまり記述の際の補助ツールとなりうると想定し、作成に踏み切った。以上が業務一覧表の作
成着手に至る経緯である。
③作成・実施手順
業務一覧表（資料２）は、以下【手順１】～【手順４】に述べる４段階を経て作成され、2011 年度春
学期より、ＬＡリフレクションペーパーとともに使用された。
【手順１】アドバイザリースタッフが、ＬＡによる業務に関するアウトプット（以下の表１ ＬＡの業
務に関するアウトプット）から、業務頻度を目安に抽出したＬＡの業務行動を一覧化した。
【手順２】スタッフ（教員・職員・アドバイザリースタッフ）間で【手順１】で作成したＬＡの業務行
動一覧について討議し修正した。
【手順３】３期以上勤務しているＬＡ４名に、【手順２】で作成したＬＡの業務行動一覧について確認
を求め、修正し「業務一覧表」（資料２）とした。
【手順４】悉皆研修（2011 年度春学期勤務ＬＡ対象、2011 年 3 月実施）にてＬＡ全体に記入方法の説
明を行った。
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表１

ＬＡの業務に関するアウトプット

〈ＬＡの業務に関するアウトプット〉
ⅰ.2009～10 年度 提出された全ての旧リフレクションペーパー，報告記述より
ⅱ.2009，10 年度 GP 報告書，ＬＡ・教員インタビューより
ⅲ.関西地区 FD 連絡協議会，発表ポスターより（2010 年 4 月，京都大学）
ⅳ.ＬＡ業務中間振り返り会，各ＬＡの業務報告内容より（2010 年 5 月，学内）
ⅴ.学園祭活動報告，発表ポスターより（2010 年 11 月，学内）
ⅵ.文科省大学教育改革プログラム合同フォーラム，発表ポスターより（2011 年 1 月，東京）
ⅶ. ＬＡ合宿，各ＬＡの業務共有内容より，（2011 年 2 月，学内）
＊ⅰ，ⅳは全てのＬＡによるアウトプットであるが，それ以外はＬＡの有志によるものである。

④内容
業務一覧表には、大きく分類して「受講生との関わり」と「教員との関わり｣と｢その他｣の３つに分
けられており、さらにまたそれぞれの中で分類されている。｢受講生との関わり｣については｢グループ
内ファシリテーション｣・｢授業全体（受講生全体）へのファシリテーション｣・｢マンツーマン支援｣・｢手
本を示す｣・｢授業の内容以外のアドバイス｣の 5 つのカテゴリーに分類されている。また、｢教員との関
わり｣についても同様に、｢授業運営・進行の支援｣・｢授業デザインへの参画｣・｢待機｣の 3 つのカテゴ
リーに分類されている。なお、それらのカテゴリー内には｢状況｣・｢関わりの度合い｣・｢教員からの指
示の有無｣に別れている。以上の分類には全て選択肢が振られ、ＬＡが日々の業務を振り返りつつ自ら
の行動が選択可能になっている。
なお、上述した大分類においてもそれぞれの小分類においても、｢その他｣の項目を準備した。これは、
予測も立たないような新規業務があった場合の記述を確保したいという考えの現れでもあるが、それだ
けではない。自らの活動を詳細に、あるいは精査した形での記述が可能なＬＡ向けの配慮である。つま
り、選択肢があることで彼らの自由な記述を妨げることを避けるために準備された項目である。

２）ＬＡの業務
以上のような経緯で成立したＬＡリフレクションペーパーを基に、本稿においては、ＬＡの業務に何
らかのパターンや共通項を見いだすことを目的とした探索的な分析を行う。
ａ）業務分析の方法
ＬＡリフレクションペーパーに記入された業務一覧表からの選択肢を単純集計し、業務頻度の高いも
の（授業 1 講分につき平均０．7 回以上の頻度）を抽出した。
なお、対象とした授業は、スタディスキルゼミの各テーマ（「課題探求」、「ノートをまとめる」、「パ
ソコンで学ぶ」、「レポートを作成する」、「プレゼンテーション」、「ディベート」）と「知のナヴィゲー
ター」、
「文章力をみがく」、
「論理的に考える」の計９テーマからそれぞれ１クラス選定した。なお、
「プ
レゼンテーション」に関しては授業数が多いため、2 クラス選定した。
ＬＡはクラスに 1 名とは限らず、数名勤務している場合が多く、その場合はＬＡ人数×15 回の各選択
肢における平均値の単純集計を行った。その結果から、上述したように頻度の高かった業務を抽出し、
その業務に関する各ＬＡの自由記述をもとに文章化を行った。その結果を一覧化し、そこからＬＡの実
際の業務について概観する。
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ｂ）業務分析の結果
ａ）の結果を一覧化したものが資料３である。各列には教員 a～j とその担当科目、各行は業務一覧
表のそれぞれのカテゴリーＡ～Ｉとなっている。上述したように、頻度が高かった（授業 1 講分につき
平均０．7 回以上の頻度）業務カテゴリーのみ文章が記入されている。記入の無い部分に関しては、頻
度がそれ以下であったということである。なお，資料３の内容を担当教員ごとにまとめて一覧化したも
のが資料４である。
資料３を概観した結果、見えてきた点は 2 点あった。まず 1 点目は、ＬＡの業務はクラスごとに多岐
に渡っており、多様であるという点である、そして 2 点目としては、授業科目によって傾向があるわけ
ではないという点である。以下、それぞれについて言及する。
まずは、1 点目のＬＡの業務が多岐にわたっており多様であるという点について触れる。資料３のク
ラス間の対比に注目すると、クラスによって頻度の高い業務の組み合わせはまちまちであり、定型的な
頻度の高い業務の組み合わせのパターンがあるわけではないことがわかった。ここから、ＬＡの業務は
多岐にわたっており多様であるため、パターン化が難しいことがわかった。
次に 2 点目の授業科目によって傾向があるわけではないという点について触れる。まず、資料３の中
の教員ｄと教員 e が担当する同一科目「プレゼンテーション」に注目すると、“Ｂ．授業全体（受講生
全体）へのファシリテーション”、
“Ｆ．授業運営・進行の支援”のみ、頻度の高い業務として共通して
いた。しかしそれ以外に共通した業務が見られなかったことから、同一教科であっても、ＬＡの業務に
パターンを見出すことは難しいということがわかった。
次は、資料３の中の教員 a と教員 j に注目する。担当科目の異なるこの教員 a と j は、実は同一人物
である。共通する頻度の高い業務として、“Ａ．グループ内ファシリテーション”が挙げられるが、そ
れ以外に共通した業務は見られない。ここからも同様に、同一教員であっても、担当科目が異なれば、
ＬＡの業務にパターンを見出すことは難しいということがわかった。
ｃ）結果から見えてきたこと
上記ｄ）の結果から見えてきたこととして、ＬＡの日々の業務においては、何か定型化されたパター
ンがあるということではないということが挙げられる。前述したｂ）業務一覧表の②作成の経緯で触れ
た、「どのような仕事をすれば良いのかわからない」という勤務２期目のＬＡ困惑の原因はここにあっ
たということが言えるのではないだろうか。ある教員のある科目にＬＡとして勤務する中で自分なりに
培った「ＬＡとしての業務スタイル」は、担当教員が変われば機能不全を起こすであろうことが、上記
ｄ）の結果を見れば明らかである。
ではなぜ、このように教員間、科目間でＬＡの業務パターンが多様になってしまうのであろうか。そ
れは、ＬＡの業務が各教員の行う授業デザインに影響を受けるためではないだろうか。教員の授業デザ
インは、教員固有の“教え”“学び”の信念に深く関わるものであるという指摘（梶田、1986）が示唆
深い。
ｄ）今後に向けて
今後さらに、ＬＡの業務について明らかにしていく上で課題となる点について以下、3 点について言
及する。
まず第１に、今回の分析において用いたデータは、ＬＡリフレクションペーパーのみであった。ここ
には限界がある。それはＬＡリフレクションペーパーはあくまでもＬＡの自己申告によるものであると
いう点である。自らの授業における業務行動を言語化する困難さについては、既に本稿でも触れた。こ
れについては、「ＬＡに何を依頼し、どのような支援を求めたか」、「ＬＡは授業でどのような支援を行
っていたか」について、担当教員へのインタビューが必要であろう。また、教員でもＬＡでもない第 3
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者による授業観察が必要かもしれない。
次に、分析の手法についてもかなりの限界がある。今回の分析は、同一クラスに勤務しているＬＡが
数名の場合でも、平均値を出した上で単純集計を行った。ＬＡにも教員と同様に特性がある。数名で同
一クラスの授業に入った場合、それぞれのＬＡの特性を活かした役割分担が行われている可能性も高い。
ＬＡ一人一人に注目し、業務について確認する必要があろう。
そして最後に、業務一覧表の項目の更新の必要性について触れたい。業務一覧表の“Ｉ.その他”を
選択しているＬＡの業務を整理し、項目に反映する必要がある。また、その際には、運営スタッフや一
部のＬＡによる討議だけでなく、より多くのＬＡによる業務一覧表の見直しのための討議が必要であろ
う。
以上 3 点が、今後さらにＬＡの業務について明らかにしていく上での課題である。
参考文献
梶田正巳（1986）授業を支える学習指導論: PLATT、金子書房
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内容

プレゼンテーション
文章作成
ノートテイキング
その他（具体的に説明してください）
教員からの指示で即興で
教員からの指示が予めあり、事前に準備を行った上で
自主的に
その他（具体的に説明してください）

授業内
授業前後
その他（具体的に説明してください）
前回欠席者・遅刻者
進度の遅れている受講生
その他（具体的に説明してください）
教員からの指示で
自主的に
その他（具体的に説明してください）

授業の内容以外のアドバイス
1 授業内
状況
2 授業前後
3 その他（具体的に説明してください）
4 学習全般に関すること
E 内容
5 学生生活に関すること
6 その他（具体的に説明してください）
教員から 7 教員からの指示で
の指示の 8 自主的に
有無
9 その他（具体的に説明してください）

1
2
3
4
D
5
教員から
6
の指示の
7
有無
8

手本を示す

状況

1
2
3
4
C 対象
5
6
教員から 7
の指示の 8
有無
9

マンツーマン支援

授業全体（受講生全体）へのファシリテーション
1 教室内を巡回しつつ
状況
2 その他（具体的に説明してください）
3 受講生から質問があった場合のみ
関わりの
4 必要と判断した時に自主的に
B 度合い
5 その他（具体的に説明してください）
教員から 6 教員からの指示で
の指示の 7 自主的に
有無
8 その他（具体的に説明してください）

グループ内ファシリテーション
1 最初からグループの固定メンバーとして
状況
2 グループに一時的に介入して
3 その他（具体的に説明してください）
4 常にし続けた
関わりの 5 必要に応じて
A
度合い
6 最低限のみ
7 その他（具体的に説明してください）
教員から 8 教員からの指示で
の指示の 9 自主的に
有無
10 その他（具体的に説明してください）

■ 受講生との関わり

・以下の項目の中から、業務で行ったことがらに近いものを選び（例：A－３、７、９ ）リフレクションペーパーに記入してくださ
い。
・以下の項目に、あてはまるものがない場合は「その他」を選んでリフレクションペーパーに具体的に説明してください。

2011年春学期 LA業務ふりかえりチェックシート vol.1 （2011年4月1日現在）

I

その他（具体的に説明してください）

受講生の自主性を確保するため
特にすることが何もないため
その他（具体的に説明してください）
２0分以内
20分以上60分未満
60分以上
その他（具体的に説明してください）
教員からの指示で
特に指示はないが
その他（具体的に説明してください）

授業前後
ふりかえりの場で
その他（具体的に説明してください）
授業の内容について気づいたことを伝える
受講生の様子について気づいたことを伝える
教員からの指示で
自主的に
その他（具体的に説明してください）

授業中の資料等配付作業
授業前後の準備・片付け
その他（具体的に説明してください）
教員からの指示で
自主的に
その他（具体的に説明してください）

関西大学教育開発支援センター

・本チェックシートは、みなさんが業務を振り返って分析する際に、より緻密な視点で行えるよう支援
することを目的としたシートです。項目は固定されたものでなく、みなさんの記入したリフレクション
ペーパーをもとに改善を加えていくつもりです。該当する項目がない場合は、その他を選び、具体的
な説明を書いてください。

・【重要】授業への関わり方には、様々なスタイルがあって当然のものです。項目の全てを網羅する
ことは重要ではありません。

内容

1
2
3
4
5
H
程度
6
7
教員から 8
の指示の 9
有無
10

LAのみなさんへ

その他

待機

状況

1
2
3
4
G
内容
5
教員から 6
の指示の 7
有無
8

授業デザインへの参画

内容

1
2
3
F
教員から 4
の指示の 5
有無
6

授業運営・進行の支援

■ 教員との関わり
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LAの業務概要（高頻度の業務のみ ）

知ナビ

文章力

論理的

i

j

主な業務。毎時、教員の指示の
もとで最初から固定メンバーとし
てグループに入っている。そして
ほぼ毎回グループの中のファシ
リテーションを常に行っているこ
とがわかる。グループ内ファシリ
テーションにかなり特化されたLA
の業務例である。すべての項目
に報告がある。

２．その他の初年次科目

教員からの指示で行っている。
すべての項目に報告あり。業務
の中心。

ディベー
ト

g

h

資料配付作業が中心。ほぼすべ
ての項目に報告あり。業務の中
心。

中心的な業務。特に教室巡回を
しながら授業全体やグループに
一時的なファシリテーションを行
う場合が多い。グループの固定メ
ンバーとしてのファシリテーション
を行うこともある。教員からの指
示が多いが自主的な場合もあ
る。すべての項目に報告あり。

多い。教員からの指示で支援を
行っている。ほぼすべての項目
に報告あり。業務の中心。

頻度の高い業務の中心。ほぼす
べての項目に報告あり。

プレゼンテーションが中心であ
り、教員からの指示で行うことが
業務の中心。資料配付作業が中
多い。即興の場合と事前に準備 受講生の自主性を確保するため
心。教員からの指示の場合もあ
の指示がある場合がある。教員 の待機であり、20分以内が多
るが自主的に行う場合が多い。
の指示のもと、ノートテイク以外 い。頻度は高い。
すべての項目に報告あり。
についてかなり幅広く行なってい
る。

業務の中心。教員から予め指示
があり、事前に準備を行った上で
プレゼンテーションの手本を示し
ている。プレゼンテーションを中
心に行なっている。教員からの指
示で行なっている。即興の場合と
予め指示が会った場合とがあ
る。
頻度高め。教員からの指示で即
興で行っている。教員の指示で
即興が多い。授業内でかなり幅
広く行っている。プレゼンテーショ
ンの手本は行っていない。

教員の指示のもとで行っている。

最も頻度の高い業務。“その他”
の支援が多いため内容確認必
要。すべての項目に携わってい
るため、業務の中心であるといえ
る。

2番目に頻度の高い業務。教員
業務の中心。自主的に教室内を
からの指示で一時的な介入とい
巡回することが多い。その他以
うスタイルが中心。すべての項目
外のすべての項目に報告あり。
に報告あり。業務の中心。

G.授業デザインへの参画

H.待機

授業デザインへの参画も中心的
な業務。すべての項目に携わっ
ているため、業務の中心であると
いえる。

20分以上60分未満の待機があ
る。

わりに頻繁にある。教員からの
指示が特にあるわけではなく、特
にすることも何もないという状況
で、20分以内から60分以上まで
ある。

60分未満の待機がある。教員か
授業前後に、教員からの指示の
教員からの指示のもとで授業内
らの指示で、受講生の自主性を
もと、授業内容について気づいた
で資料配付作業を支援する場合
確保するために待機する場合
ことを教員に伝える形で行ってい
がある。すべての項目に報告あ
と、特に指示はないが待機する
る。ほぼすべての項目に報告あ
り。業務の中心。
場合がある。60分以下のさまざ
り。業務の中心。
まな形での待機がある。

F.授業運営・進行の支援

2番目に頻度の高い業務。予め
教員からの指示があり準備した
上で行う手本が中心である。（即
興の場合もあり。）ノートテイクの
手本を示すことはない。

E.授業の内容以外のアドバイス

受講生全体へのファシリテーショ
ンも、わりに中心的な業務。すべ
ての項目に携わっている。

課題探求

d

f

プレゼン

c

D.手本を示す

自主的にではなく指示があった
場合の支援である。かなり幅広く
行なっている。業務の中心。

業務の中心。教員の指示で最初
からグループの固定メンバーとし
てファシリテーションを行なってい
る。すべての項目に報告あり。業
務の中心。

レポート

PCを用いた授業特有（進度に差
が出やすい）の業務では。授業
内でかなり幅広く行なっている。
業務の中心。

C.マンツーマン支援

手本を示す（文章作成）こともあ
り、事前に指示がある場合だけ
でなく即興もある。業務の中心で
あることがわかる。ただし、そのタ
イミングとしては、あくまでも教員
からの指示で行っており、自主的
に示すことはない。

業務の中心。特に教室巡回をし
ながら自主的にファシリテーショ
ンを行うことが、このクラスのLA
のスタイルでは。すべての項目
に報告あり。

B.授業全体（受講生全体）への
ファシリテーション

グループワークへのファシリテー
ションを行う場合は、最初からグ
ループの固定メンバーとして入っ 中心の業務。教員からの指示だ
て行なっている。タイミングとして けでなく自主的な判断で行なって
は、教員からの指示を待つので いる。
はなく自主的に判断して動いて
いる。

プレゼン

PCで学
ぶ

b

業務の中心。最初から固定メン
バーとしてグループに入ってファ
シリテーションを行っている。行う
タイミングとしては、教員からの
指示のもとが多いが、自主的に
必要に応じて行なう場合もあり、
常に行い続ける場合もある。す
べての項目に報告あり。

A.グループ内ファシリテーション

e

ノート

a

担当者 科目名

１．スタディスキルゼミ科目

高い頻度で選択されている。そ
の他の内容確認が必要。

業務頻度数の中で最も高い。そ
の他の内容確認が必要。

高い頻度で選択されている。そ
の他の内容確認が必要。

I.その他

－19－

特徴まとめ

※【A：グループ内ファシリテーション】が業務の中心。教員の指示で最初からグループの固定メンバーとしてファシリテーションを行なっている。※【D：手本を示す】も業務の中心。教員から予め指示があり、事前に準備
を行った上でプレゼンテーションの手本を示している。※業務が非常に限定されている。

※【I：その他】が業務頻度数の中で最も高い。その他の内容確認が必要。※【F：授業運営※進行の支援】が多い。教員からの指示で支援を行っている。※【A：グループ内ファシリテーション】も多い。教員からの指示で
行っている。※【D：手本を示す】も多く、教員からの指示で即興で行っている。※教員の指示が強めである。教員よりの支援が多い。

PCで学
ぶ

レポート

プレゼ
ン

プレゼ
ン

課題探
求

ディ
ベート

b

c

d

e

f

g

知ナビ

文章力

論理的

h

i

j

※【A：グループ内ファシリテーション】に尽きている。毎時、教員の指示のもとで最初から固定メンバーとしてグループに入っている。そしてほぼ毎回グループの中のファシリテーションを常に行っていることがわかる。※
グループ内ファシリテーションにかなり特化されたLAの業務例である。

※【F：授業運営※進行の支援】が頻度の高い業務の中心。※【I：その他】の内容確認必要。

※【F：授業運営※進行の支援】が業務の中心。資料配付作業が中心。教員からの指示の場合もあるが自主的に行う場合が多い。※【B：授業全体（受講生全体）へのファシリテーション】も中心的な業務。特に教室巡
回をしながらの授業全体やグループに一時的なファシリテーションを行う場合が多い。グループの固定メンバーとしてのファシリテーションを行うこともある。教員からの指示が多いが自主的な場合もある。※【H：待機】
に関しては、受講生の自主性を確保するための待機であり、20分以内が多い。※【D：手本を示す】に関しては、プレゼンテーションが中心であり、（平均0.1回の枠に記述があり、ここには載っていないが）教員からの指
示で行うことが多い。即興の場合も事前に準備の指示があるばあいも両方あるようだ。

２．その他の初年次科目

※最も頻度の高い業務としては、教員の授業支援（資料配付）であった。その他の授業運営※進行の支援の頻度も高い。※次に頻度の高いものとして、受講生に手本を示す業務が挙げられる。予め教員からの指示
があり準備した上で行う手本が中心であるが、即興の場合もある。※受講生全体へのファシリテーションも中心的な業務となっている。※授業デザインへの参画も中心的な業務となっている。※上記の数値からは読め
ないが、各LAのデータに立ち戻ると、二人がそれぞれに全く異なる業務にあたっていることが見られた。→LA1：多岐に渡って仕事を行なっているが、教員よりの業務を毎回こなしている。→LA2：報告の内容から見ると
受講生に対してのファシリテーションが業務の中心になっている。授業デザインへの参画に関する記述がないが、毎回ふりかえり（コミュニケーション？）を先生と時間をかけて行なっている姿をみかけたので、実際の
業務と報告にずれがあるのではないか。
※各項目ともに【その他】がほとんど使用されていないため、オーソドックスな業務内容になっていることがわかる。※LAの業務が非常に限定的である。※【B：授業全体（受講生全体）へのファシリテーション】が多く、自
主的に教室内を巡回することが多い。※【A：グループ内ファシリテーション】が次に多く見られる。教員からの指示で一時的な介入というスタイルが中心。※【F：授業運営※進行の支援】を教員の指示のもとで行ってい
る。※【H：待機】20分以上60分未満の待機がある。

※ファシリテーション中心の業務となっている。特に授業（受講生）全体へのファシリテーションが中心だが、グループワークへのファシリテーションは、最初からグループの固定メンバーとして入って行なっている。タイミ
ングとしては、教員からの指示を待つのではなく自主的に判断して動いている。※教員の授業運営※進行の支援も行なっている。自主的にではなく指示があった場合の支援である。※待機もある。※手本を示す（文章
作成）こともあり、事前に指示がある場合だけでなく即興もある。

※【B：授業全体（受講生全体）へのファシリテーション】が業務の中心。特に教室巡回をしながら自主的にファシリテーションを行うことが、このクラスのLAのスタイルでは。※【C：マンツーマン支援】があるのは、PCを用
いた授業特有（進度に差が出やすい）の業務では。※【F：授業運営※進行の支援】は資料配付作業が中心。※【I：その他】の内容確認必要。

ノート

a

業務内容

※【A：グループ内ファシリテーション】が業務の中心。最初から固定メンバーとしてグループに入ってファシリテーションを行っている。行うタイミングとしては、教員からの指示のもとが多いが、自主的に必要に応じて行
なう場合もあり、常に行い続ける場合もある。※【F：授業運営※進行の支援】も教員からの指示のもとで授業内で資料配付作業を支援する場合がある。※【G：授業デザインへの参画】を授業前後に、教員からの指示
のもと、授業内容について気づいたことを教員に伝える形で行っている。※【H：待機】に関しては、60分未満の待機がある。教員からの指示で、受講生の自主性を確保するために待機する場合と、特に指示はないが
待機する場合がある。

担当者 科目名

１．スタディスキルゼミ科目

LAの業務概要（高頻度の業務のみ ）

資料４

（３）LA TIPS
前節で詳述したように、LA の活動は多岐にわたっており、定型化することは難しい。また、LA が業
務において過度に馴化してしまうことは受講生の学習意欲を喚起する上でマイナス要因として働いて
しまうおそれがある。このような制約条件の中で、LA たちを学習支援者として成長させてゆくために
は、LA たちを不断の自己研鑽へと誘うような仕掛け作りが肝要となってくる。
本節で紹介する「LA TIPS」は、LA たちの業務の蓄積から抽出したものであるが、決して業務マニ
ュアル的な性格を持つものではない。LA が教員にとって「授業負担を軽減する」という性格のもので
はなく、むしろ教員をより授業へと駆動してゆくように、この TIPS も、LA の業務負担を軽減し、作
業を効率化させるものではない。むしろ TIS をひとつの議論の場として、そこで扱われているような状
況や課題に自分が直面した場合に、自分ならどうするかを考え、同僚の LA たちと検討し合いながら、
自分自身の解を探って行くことを促すためのものとして位置づけられる。
さて、この「LA TIPS」は次のようなプロセスを経て作成されている。まず、LA たちから募って 6
～7 名のチームを作り、彼らに 2010 年度までの全 LA のリフレクション・ペーパーの精査、そこから
見られる業務中の課題や問題の抽出、ならびにそれらの類型化を依頼した。次に、類型化した課題・問
題を TIPS の項目とし、それらの諸項目について、まずは各自分担したものについて自分だったらどう
するか、回答を作成させた。その上で、それらを持ち寄って、チーム全体で議論しながら最終案を構成
した（これが「ver. 1.00」であり、ここで作成されたバージョンは、ポスターにまとめて 2011 年 4 月
に実施された関西地区 FD 連絡協議会で発表されている）。
次に、「ver. 1.00」を LA に公開し、一定期間、TIPS に記述された回答以外の自分なりの回答や、さ
らなる課題や問題について、無記名で自由に書き加えられるような状況を設けた。その際、ver. 1.00 の
回答だけでなく、LA たちが書き加えた回答そのものも閲覧できるようにした。これは、複数の LA た
ちが自分たちの意見を表明するだけでなく、他の LA の意見や回答にコメントを寄せるなどして、業務
上の課題をめぐる議論を活性化させるためである。結果、ver. 1.00 の段階においては、それぞれの項目
に対する回答はほぼ一つのスタンスから与えられたモノフォニックなものであったが、ver. 2.00 の段階
では、LA にとって関心の高い項目は複数の異なるスタンスから回答が寄せられ、ポリフォニックな性
格を有するものとなった。ver. 2.00 では、諸項目での幾つか回答の中で自分がどれを選ぶか、はそれを
読む LA 自身に委ねられている。つまり、バージョンが ver.2.00 に上がることで、TIPS は LA たちに
とってそのまま回答集として使うことはできないものへと性格を変えていったのである。それは LA
TIPS が LA を「楽にする」ためのものではなく、むしろ LA たちのまなざしをより業務へと向けさせ、
考えさせるためのものであることを踏まえるならば、必然的な流れであろう。
以下で紹介する TIPS は「完成品」ではなく、作成途中のものに過ぎない。今後も LA たちが業務を
通じてどんな課題に遭遇し、それにどう取り組んだか、それらの経験を適宜組み込んで、この TIPS は
定期的に刷新されて行くべきものである。そしてその作業のたびに、多くの LA がまた議論を活性化さ
せていってくれることを願っている。
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Learning Assistant TIPS
ver. 2.00
目次
【受講生との関わり】
A) グループワークでのファシリテーション
B) 授業全体へのファシリテーション
C) マンツーマン支援
D) ラーニング・モデルとして
E) 授業内容以外のアドバイス
【教員との関わり】
F) 授業運営・進行の支援
G) 授業デザインへの参画
H) 待機
【その他】
I) その他
【A. グループワークでのファシリテーション】
1. グループ内の緊張を和らげたい
(ア) 話す内容も大事だが、笑顔、声の音量、話すスピードに気をつける。話すスピードを意識し
て遅くすると、リラックスした空気を作りやすくなる。
(イ) 自分でもできるだけ素でいるようにする 「LA」と「受講生」という差を意識しすぎない。
(ウ) 笑顔で。指導する必要はない。対面ではなく、並列で座る。
(エ) 受講生に LA という立場を意識させないようにする。受講生同士の何気ない対話を大事にす
る。
(オ) 椅子に座るか膝立ちで受講生を見上げないように入る。
(カ) 話を振る＞話をする
(キ) 普段の会話より聞く割合を大きくする
2.

受講生一人一人の表情や仕草に、どうやって気を配るのか。
(ア) グループでの議論に納得できていなかったり、教員の説明に理解ができていなかったりする
ような場合に受講生が示す仕草や表情を、まずは識別できるようになろう。
(イ) 観察力がものを言います。グル―プ内で誰がどうとかいう役割（リーダー、盛り上げ役…）
なのかに意識を向けると、何も役割が無い人に気付くと思います。
(ウ) 「やることがわからない」は「やりたくない」の場合が多い。
(エ) 作業の手が止まっている学生や話し合いの輪に入れない学生に特に気を配るようにする。
(オ)
(カ)

相手の立場と自分だったらどう感じるのかを照らし合わせる。受講生一人一人をよく見て何
を大切にしているのかに気付くこと。
自分をどれだけ、日ごろから分析できるのかと、人をよく見ることが大切だと思います。

3.

意見があまり出ずに場が盛り上がらない場合どうするか。
(ア) 面倒なようでも、アイスブレイクをきちんと行って、グループ内の緊張を解き、場をあたた
めておくことが重要。アイスブレイクの時間があればそれを活用しよう。ない場合でも、グ
ループ活動の合間をうまく生かすなど、工夫は可能。
(イ) 「ファシリテーションの技術」が使えるかもしれません。
「何か意見はありませんか？」と聞
くより、
「どんな感想を持ちましたか？」の方が答えてくれることが多いです。議論を可視化
する。相手の意見を要約してくり返すなども有効です。
(ウ) 具体例を挙げ、それに対する意見を求める。
(エ) 一意見として参加する。問いを投げかけ、全員で何か答えを出せるようにする。
(オ) 今、何をしてて、何をしたいのかを聞く。一人一人の意見を聞いて、バラバラなら共通点を
探す。意見が偏っていたら、違う視点を提要する。付箋を渡す時もある。

4.

グループ全員が「よかった」と思えたか分からない。
(ア) 全員が満足することはなかなか難しい。大事なことは回の授業の目的となっている学習目標
が到達できたかどうか。それがクリアできているようなら OK と思い、余裕があれば＋α の
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(イ)
(ウ)

満足度があがるようにする。
まず LA が学習目標を確認しましょう。その上で、今やっているワークが、①あと何分か、
②どんなことをするかの 2 点を伝えましょう。
全員が満足することは難しいですが、納得することは必要だと思います。なので、グループ
が段階を踏んでいくことに、全員が納得して次のステップに進めているのか見てあげましょ
う。

5.

受講生一人一人の表情や仕草に、どうやって気を配るのか。
(ア) グループでの議論に納得できていなかったり、教員の説明に理解ができていなかったりする
ような場合に受講生が示す仕草や表情を、まずは識別できるようになろう。

6.

グループの人数が多い場合はどうすれば良いか。
(ア) できるだけグループが分断してしまうことのないように注意しよう。場合によっては、さら
に分割してもらうよう教員と相談した方がいいこともあるかもしれない。
(イ) LA の人数に余裕がある場合は、テーブルの対角線上に位置しましょう。
(ウ) メンバー全員でフォローするのは大変なので、グループの中でさらにグループを作って、LA
はそのグループ間を巡回する形で進めていくと良いかもしれません。
(エ) その中で①放置しても自分たちでどんどん進められる、②しんどうそうだけれどグループに
発表する人が 2，3 人いる、③どうしようもない、など支援が必要なレベル別に分けて、最重
要支援が必要なところからグループに入っています。

7.

学年の違う受講生がいて、グループが緊張してしまう。
(ア) もしアイスブレイクの時間がある場合には、その時間を活用しよう。「あの人は何回生だ」
というより「あの人はこういう性格だ」と印象づけるように、受講生同士の共通点を見つけ
るなどするとよい。アイスブレイクがない場合でも、間を見つけて場作りを心がけよう。
(イ) 年齢差による態度の硬化を防ぐことは難しいでしょう（文化背景上）。これを認めた上で①
年齢を過度に意識させない、②「誰が言ったか」でなく「何が言われたか」に注目される工
夫をするのが有効でしょう。②は「ファシリテーショングラフィクス」の技術が使えるでし
ょう。
(ウ) 学年の違う受講生が交ざっている授業・グループ→この環境こそ素晴らしいと思います。む
しろ上回生を活かしたグループワーク作りを。

8.

受講生がうまく自己紹介ができないときはどのようにすべきか。
(ア) 自己紹介の形式がある程度自由な場合には、あらかじめ全員が必ず答えなければいけない共
通の項目をいれておいたり（例：最近嬉しかったことなど）、自己紹介後、気になったこと
を質問してもらう時間を設け、その時間に積極的に質問をするなど、工夫は可能。また、他
者紹介形式で行うのも手（コミュニケーションが生まれやすい）。
(イ) 「1 人 10 秒で名前、出身地、今日の晩メシを言う」というワークが有効に機能します。1 人
10 秒がミソです。
(ウ) どんな自己紹介であれしっかりと聞きましょう。最後は大きな拍手。どんな発言でも失敗し
ても良いのだという雰囲気づくりが大切。

9.

ディスカッションで担う LA の役回りは？
(ア) あくまでも学生の理解の促進に携わるために、時に議論を促したり、アイデアを出したり、
観点をずらしたりしてメンバー内の不足を補う。それから、司会の補助、書記の補助も重要。
特に学期開始後の数回は、司会や書記がどうやって役割を果たせばいいのか戸惑うことがあ
るので、支援を心がける。
(イ) しっかり聴く！傾聴姿勢
(ウ) 多少クドいかも知れませんが、要約してくり返す。→「こういう理解で良い？」とか聞いて
みましょう。

10. 消極的な学生がグループで埋もれてしまう。
(ア) まずは質問をその学生に向けたりして、話してもらうように心がけてみる。もし話すことに
何か抵抗を持っているようなら、その要因を見極め、取り除こうとしてみよう。ただ、とに
かく積極的に話すことがいいという訳ではないことは意識しておこう。あまり話さないけれ
ど、静かに深いレベルで考えるタイプの受講生もいるので、これも見極めが肝心。
(イ) 「〇〇さん、この話の△△についてどうですか？」など、①名前を直接呼ぶ、②ポイントを
限定すると答えやすいかも。
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(ウ)
(エ)
(オ)

消極的な学生に対しては、ただそばにずっといることも重要。安心感をもってもらいましょ
う。
授業の前後のコミュニケーションを大切にする。
あるテーマについて 2 つ以上の意見を言う。もしくは他の受講生が違う意見を持っていたら
それを挙げた上で消極的な学生に「どう思う？」と聞く。

11. グループワークに過介入してしまうことを防ぐには？
(ア) グループワークに参加して一緒に学ぶことはよいことだが、時には受講生の学びを妨げてし
まうこともある。LA としては、時に思い切って「頼りないかな」と思うぐらいグループワー
クでは距離をとることも必要。グループワークでは傾聴を心がけ、意見を出せていない受講
生に話題を振るなど、発言をする場合は主張はせず、あくまでも疑問文で提案するよう心が
ける。
(イ) 積極的なのはいい事。その姿を見て受講生が刺激を受けることもある。先生や同じ勤務の LA
に「私過介入しすぎ？」と聞いてみることも大切。もしかしたら思い込みかも。
(ウ) 「議論のあらましを 30 秒で教えて」と聞いてみましょう。筋の通った議論が展開されていれ
ば、教えてくれます。
12. 受講生との関係作りの第一歩は？
(ア)
(イ)
(ウ)

まずは、受講生全員の顔と名前を覚えること。授業中に接触した受講生は、話のメモと一緒
に特徴もメモしておく。教員が、受講生の顔写真と名前のリストを貸与してくれた場合には、
覚えやすさは増すけれど、授業中に持参して見るのは控えよう。
笑顔で話すこと 受講生に「話しかけやすい」と思ってもらえるように、表情や口調に気を
配る。
初期の段階でできるだけ関わりを持つようにする。口調は丁寧過ぎずラフ過ぎず、受講生の
言葉に共感する。

13. グループワークで、任された担当（ex：司会）に抵抗がある学生さんがいたら？
(ア) 「○○さんなりのやり方でいいんだよ。」といったような声掛けをする。
(イ) 「これをやればよい!!」という事をアドバイスします。「これだけやればとても良くなるよ!!
だからこれに集中して!!」というふうなアドバイスをよくします。
(ウ) 司会に抵抗持ってなさそうな受講生→「〇〇さんのやり方で」という声掛けだけでなく、大
変そうなら変わってあげたりしも良いかも…
(エ) 何をすれば分からずに抵抗を持ってる受講生が多いので司会、書記の仕事集のようなものを
配布する。その後最低限やる事をアドバイスする。
(オ) 上の(エ)に同意。何を、何分で行うか、具体的に示すとやりやすい。具体度を徐々に減らし、
最終的には「グループ内で助けてあげて」と放置できるようにするのが理想。
14. 受講生が意見を出しやすいようにと LA 自身の考えを述べたら、受講生が完全に同意してしまった。
(ア) まずは受講生の反応をみて、発言するにしても、うまく意見を引き出すような発言を心がけ
る（欠席者のいるグループに突然加わり、そのグループの雰囲気が把握できていなかったか
ら、という可能性もアリ）。
(イ) そこからさらに深まればその意見は価値あり！いつか「こういう風に意見を言えばいいのだ」
と気付く時がくる！かも
(ウ) 直球の「答え（あるかどうかは、場合による）」をいう事は避けねばなりませんが、
「５W1H」
とか、視点を提供するのはどうでしょうか？
15. ランダムに受講生が組む場合、どうしても男子は男子同士、女子は女子同士で固まってしまう。バ
ランスよいチェックインにするには？
(ア) LA 自身がグループに介入していき、男子と女子、それぞれの共感できること、共通点を見つ
けて話の中で取り上げていく。つまり、性別を共通項とするのではなく、受講生自身が持つ
考えの中に共通項を見つけ、お互いを引き合わすよう対応していく。
(イ) 別にいいんじゃないですか？男女比に積極介入すること自体が性差の存在を前提とした議論
です。「ジェンダー問題」等、特定の議論を扱う場合を除いては介入は避けるべきでしょう。
【B. 授業全体へのファシリテーション】
16. 受講生と密な関係を築くことが大切である場合、どこまでの仲良しになっていいのか。LA として、
知り合いとして関与していい線引きをどうするか？
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(ア)
(イ)

ケースバイケースだが、受講生をひいき目で見たり、特別視しないように細心の注意を払わ
なければならない。
「アドレス教えて」と言われた時は、「教室の外でならイイよ」と答えて教えています。公
私混同ができないこと、そういうキマリがあることを伝えると良いと思う。

17. 困っている受講生がいない場合、どうしたらいいのか。
(ア) 上手く授業が進んでいる証拠なので、安心したらよい。次の瞬間に困っている人がでるかも
しれないので、目を配り続ければ◎
18. 就活生の対応はどうしたらいいのか。
(ア) 担当教員と相談しよう。但し、就活生が出席してきた場合には、ワークを適当にこなすので
はなく、しっかりやってもらえるように声をかけよう。
19. 自分の作業に必死になってしまわないように、常に LA として動けるようにするためにどうしたら
いいのか（自分も一人の「受講生」になってしまう）。
(ア) 「受講生」としてそこにいても、普段の自分で受講生になるのと、LA として受講生になるの
では、取り組む姿勢の意識する場所が変わるはず。それを忘れないようにしておけば、受講
の見本にもなれるのではないだろうか。また、授業内の課題でいっぱいいっぱいになってし
まわないように、前もって担当教員との打ち合わせや授業の把握は必要になってくる。
(イ) 1 人の受講生として必死で何かをやっている姿を見せるという大きな利点があります。LA が
複数居れば、役割分担できるかも。
(ウ) むしろ「受講生」になっても良いはず。もしかしたら先生が意図的にそうさせているのかも。
20. 教員が説明しているとき、受講生の engagement の度合いを高めたい。
(ア) 教員の方を見る、教員の話に相槌をうつ、など。そういったことをする人が一人でもいれば、
場の雰囲気が大きく変わる。
(イ) 私は、先生の話に質問するようにしています。「つまり～という理解で良いですか？」、「そ
れで我々は何をやればイイんですか？」、「何分までですか？」など。
21. 受講生がグループワークを行っているとき、巡回している LA の役割とは何か。
(ア) 盛り上がっていないグループには時には参加し、コメントなどをして場を盛り上げる。受講
生の状況を LA 同士で手分けして確認し、教員に報告する、などやるべきことはたくさん。
進行状況を、教員や受講生も確認できるよう、その都度ホワイトボードなどに記入して、み
んなが見てわかるようにしておく、というのもクラス全体の一体感を高めるのには有効。
(イ) 「かき混ぜ役」です。寝ている人の横に立てば起きるし、机の下でケイタイをいじっている
人の横を通れば隠します。信頼が薄い時に盛り上がっているテーブルの横で立ち止まれば議
論が凍る事もあります。要するに、プラス・マイナスどちらであれ、何らかの影響力を持つ
人が教室を移動しているという事だと思います。
22. 専門的な科目で知識不足の時どういった役回りを担うことができるか。
(ア) まずは、その科目でどんな役割が期待されているのかを担当教員に確認すること。受講生と
同様に学び、学び手としての姿勢を養うことができる。その後のグループワークで受講生と
対等な目線で意見を共有し、理解を深めることができる。
23. 受講生が初対面の場面で、関係性を向上させるためには。
(ア) 話題作り・話題提供を行う。笑い話(授業に関連していればなおよい)などでアイスブレイクす
る。
(イ) アイスブレイクで気持ちの負担を軽くすると議論もスムーズに行きやすくなります。しかし
LA が感情面まで「面倒を見る」必要はないでしょう。かえって失礼だと思います。また、わ
ざとらしいコンパみたいになっても続きません。
24. 盛りあがっているチームとそうではないチームが出来てしまった。
(ア) まず、表面的に盛り上がることがよいという訳ではないことを自覚しよう。LA が気にすると、
受講生にも伝染し、盛り上がっていないことをさらに気にしてしまうことも。LA としては、
状況を観察し、「ここはこういうこと？」などと確認の質問をしながら、まずは作業が停滞
している原因を探るとよい。状況が深刻なら、ともかく教員に報告しよう。
(イ) 作業が滞っている場合は、「あと何分ですよ」と時間制限を知ってもらうと、動き出すこと
が多いです。このとき、「何をすればいいか分からない」という反応が返ってくることがよ
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くあります。本当に伝わっていない場合と、「めんどくさいから教えて」を言い換えた場合
があります。(後者が多いです)
25. グループワークの進捗状況を知りたい。
(ア) 話が盛り上がっているところは話の腰を折らないように見守る。聞いていて雑談のようなら、
「ちゃんとやってるー？」と冗談交じりに声かけ。進んでいないように見えるチームには入
っていって、何に詰まっているのか尋ねてみる。
26. 受講生が授業中に違うことをしている。
(ア) 状況をみて、「見守る」か「手伝う」または「あとでするように促す」かを判断。判断に困
るようなら教員に任せる（報告）。原則的には、教室の学習環境の管理責任は教員にあるの
で、LA は注意する立場ではなく、頭ごなしに注意するのは良くない。とはいえ、そういう状
況で LA として何ができるか、は考えるようにしたい。そして受講生には、授業内容とは違
うことをすることが、積極的に学ぼうとしている他の受講生の意欲をそいでしまうおそれが
あることを理解してもらう必要がある。
(イ) 横に立つ→横に座るの流れでだいたい止めます。
27. 学生が下を向いて発表している。
(ア) うなづいたり、学生を見て、しっかり聞いていることをアピール。話しやすい環境づくり。
(イ) 発表後に個別でフォローする(アドバイス)。たとえば「スライドの完成度が高くて分かりやす
かった。強いて言うならば前向けたらもっといい」など。
28. 受講生同士の会話をもう少し弾ませたいときの LA の関わり方は？
(ア) 特に最初の授業によく起こりうることだが受講生同士が警戒しているときは会話がぎくしゃ
くしているのは当然。アイスブレイクでは LA 自身も楽しんで参加をして緊張を和らげるこ
とも大切。受講生の名札を作ったりするのもよい（←実際かなりの効果が）。
29. 全体の空気を読んで動けるようになるためには？
(ア) 自分の立場を常に頭にいれておくことが大切。だから打ち合わせ等で先生の考えを十分に理解
しておく必要がある。特に授業の目的や流れを理解しておくことが重要。
【C. マンツーマン支援】
30. どこまでのヒントを与えていいのかが分からない、またそのヒントがあっているか自信も持ちにく
い。
(ア) 自信のない受講生には自信がもてるように、過信している生徒は欠点に目がいくような「不
足を補うコメント」を意識して行おう。ただ、上から意見をいうのではなくあくまでも受講
生が授業に意欲的に参加できるように、成長できるようなアドバイスを心がける必要がある。
(イ) 「ヒントは最低限必要!!」というのが私のモットーです。ひとつのワークがどのような流れで
進むかを頭の中に入れておいて、各段階でのヒントをいくつか考えておくのが良いです。
(ウ)
(エ)

上の（イ）に関連します。このワークの目的は何か。このワークが終わった〇〇分後には何
ができているように狙ってやっている。など、我々が当然知りながら、受講生が当然知らな
い情報を共有すると良いかも。
つまづいている点、不足している点を受講生に認識してもらえるような質問をする。その上
で「改善するにはどうしたらいいと思う」と聞いて、受講生に考えてもらう。

31. 前回の授業を休んでいた、課題を忘れた、などの理由によりワークに参加できない受講生にはどう
対応すれば良いか。
(ア) 司会や書記にするなど、なにか役割を課す。とにかく疎外感を与えないようにする。
(イ) でも、休んでも大丈夫！と思われても困るから、そこの配分が…
(ウ) 上の（ア）に対して。休んでいた分を取り返すことと司会の役割が重なったら負担になりす
ぎないか疑問に思った。
(エ) 同じグループでワークをするメンバーにフォローしてくれるように頼む。
(オ) チームビルディングが完璧に近いあるクラスでは、始めのうちは説明していたが、途中から
は、「チーム内で処理してください」というと、前回の流れ、今やる事も含めて、補い合う
事ができた。別のクラスでは、授業テーマの性質上、個人作業の傾向が強く、授業に参加す
る人、課題を出す人と、そうでない人の間で格差が激しい。以上を踏まえた上で、あくまで、
受講生の「自由」であると考えます(休んだ利益も不利益も、彼らのものであるという意味で
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す)。LA が(モラル指導も含めて)遅れを取り戻すように補うというのは、学習支援とは真逆で
ありますし、また、「大人」である受講生にも失礼でしょう。最低限の情報共有を、他の受
講生と差をつけず行うという対応が「公正」ではないかと考えます。
32. 明らかに内容がおかしかったり、的を射ていない質問をされたりした場合の対応はどのようにすべ
きか。
(ア) 受講生に質問を返すことで、本人の言いたいことを確認し、受講生自身が頭の整理を行うこ
とを手助けすることを心がけよう。
(イ) 言葉を濁しても良いのでは？LA は万能ではないし、批判したりする立場にもない。
(ウ) 上の（イ）と同意見です。しかし「何を言っているのかわからない」等、明確に意思を伝え
ることも重要であると思います。
(エ) 「〇〇ってどういうこと？」と質問します。受講生が言いたいことを上手に伝えれていない
のか、受講生の認識にズレがあるのかを明らかにすることを心がけています。分からないと
きは、「分からないから先生に聞いてみて」と伝えます
。
33. 遅刻・欠席が目立つ受講生や宿題をしてこない受講生への対応はどうすればよいか。
(ア) まずはその受講生なりの欠席・遅刻などの原因を聞いてみよう。教員やその受講生の友人に
個人的にメールを送ってもらって、「必要とされている」ことを意識してもらうとよい。ま
た、一人が休むことでグループ全体に負担がかかることを説明し、責任意識を持ってもらう
ことも大事。それでもダメなら、「先生が厳しい」「休んだらおいていかれる」などのプレ
ッシャーをかけることも場合によっては有効
(イ) 先生の方針に合わせる。あくまでも同じ学生。「だめやんー」と軽く注意することはいいと
思う。
34. LA として、授業全体への受講生の興味を喚起する方法にはどんなものがある？
(ア) 受講生の学習意欲を引き出すことが望ましいが、それは LA が一人でできるものではないの
で、あくまで「心がけ」のレベルでよいと思う。ただ、受講生に身近な話題が、授業とつな
がっていることを示したり、日常的なレベルまで具体化し、知的な興奮を少しでも体験して
もらう、などの工夫は授業中の随所できるのではないか。時には一緒に考え、自分の経験談
を交えて話すと効果的である。
(イ) 短期的な利益をチラ見せするというのはどうでしょう。例えば「このワークで文章の構成を
知ることをねらっています。つまり、試験の論述がやりやすくなるってことです」とか言っ
てます。
【D. ラーニング・モデルとして】
35. アドリブに弱いので、とっさに予想外のことを聞かれると戸惑う。
(ア) 担当教員に前もって授業の内容を聞いておく。次週自己紹介をするのであればメモを作るな
ど、事前に準備する。なにより準備。
(イ) 研修などで話のストックを貯めておく。
(ウ) 先生にアドリブ弱いことを伝えておくのも手。
36. 手本を示す時のポイントは？
(ア) LA も学生。完璧な手本を示すことはできません。「学生の一歩前をいく」ことを心がけ、努
力しようとしている姿勢を見せよう。たとえば、「受け手側としても雰囲気が和むように心
がける」等。先生ではなく同じ学生の LA が見本をみせるのだから、完璧であることよりも
受講生自身が「これなら真似できるかも」というような存在でよいはず。しかし見本を示し
た後は必ず自分自身でも振り返り常に成長する姿勢を忘れてはならないと思う。
(イ) 「何が目的か」「今何がしたいのか」「問題は何か」を、まず受講生に確認させて一つずつ
順を追って説明する。
(ウ) 100％全力で！やるように努めています。
(エ) これからその課題をやる目的が伝わりやすいように心がけました。
37. 手本が複雑、詰め込みすぎたため受講生にわかってもらえたか不安。
(ア) 伝えたいものを絞ろう。受講生によいものを示すことは大事だが、手本は「今からやるワー
クに気負う必要はないよ」とい伝えるためのものでもあると思う。
【E. 授業の内容以外のアドバイス】
38. やんちゃな受講生や、あまり真面目でない受講生にはどう対応すれば良いか。
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(ア) まめに教員、同じ授業に入っている LA に報告する。そういった受講生がいる、という情報
を共有する。また授業前後、こちらから話しかけて雑談し、授業への engagement を高める。
39. 受講生とうまくコミュニケーションをとるためには。
(ア) 授業の前後の休み時間などでも積極的に話しかけよう。アイスブレイクや自己紹介で培った
話題作りや質問・傾聴のノウハウを活用するのもよい。
(イ) 身近な話、楽しげな話で受講生の緊張を和らげる。
(ウ) まずはアイサツから。入ってきた一人一人にアイサツをして、少しずつ慣れていくと良いと
思います。
40. 授業以外の事で学生からアドバイスを求められたら。
(ア) その場しのぎの返答をせずに、一先輩として学生の学びにつながる様なポジティブなアドバ
イスを心がける。
41. 受講生の問題行動(何も言わずに教室を出て行った、授業を聞いていなくて操作がわからない)に対
して
(ア) LA がしかる必要はない。ただ何度も続く・周りの受講生に迷惑をかけることがあった場合は
事情を聞いて注意をする必要があるのではないか。注意する前に気になったことは打ち合わ
せ等で報告をして教員と情報を共有することを忘れてはならない。
42. 授業がつまらない、と受講生から相談を受けた。どう接すれば？
(ア) 前向きなコメントで励まそう。LA に相談するということは本音だと思うので一度はその受講
生の意見を受け入れてから「でも一緒に授業がんばろうよ」など前向きなコメントで授業に
参加してもらえるよう声掛けをするべきだと思う。そして先生に報告をすることも大切であ
る。
【F. 授業運営・進行の支援】
43. 使う言葉や姿勢・態度や自分の言動全てに気を遣わなければいけない。LA としての自覚をどうや
ってもつか
(ア) 常に見られているんだ！と意識しておく。LA ということを意識しすぎて、その人らしさがな
くなったら、それは自分が LA になった意味がなくなるのではないのかなと思う。常に見ら
れているんだということを意識しておくだけでも、自分の良さを発揮しつつも適切な言動を
選べるようになるのではないだろうか。
44. 素早いプリントの配布って？
(ア) プリントの配り方に差異はありません。授業の流れを頭に入れ、教員の動きを先読みするこ
とで受講生にプリントをスムーズに配ることができ、授業に集中できる。
(イ) そこにいるスタッフで分担して配る。あるいは、事前に、枚数分けをしておく。
(ウ) 遅れてきた学生向けならスムーズにプリントをとれるように何枚か 1 枚ずつ(複数枚の場合は
1 セットずつ）入口(前と後)に並べておく。
45. 受講生が戸惑うだろうなーと思う点を発見した場合、どう対処すればよいのか。
(ア) 担当の先生に素直にそれを伝える/それで戸惑うこともあるかもしれないよね、と受講生に伝
えることで受講生は戸惑っても変じゃないんだ！と思って相談しやすくなる？
(イ) 「これってどういう事なんだ？」と受講生より前に見つける、発言！
【G. 授業デザインへの参画】
46. 授業前後でどのような内容の話を教員と共有するの?
(ア) 授業運営の流れや生徒の長所、短所。この両側面を共有することで生徒の長所を活かし短所
をいさめる授業運営につながる。
(イ) 上の（ア）にあるような長所・短所というよりも、こんな事気になった！って点があれば共
有すべし。もしグループワークなら彼らとちゃんと話しているのは LA である自分達だけな
ので、ちゃんと伝える必要がある!!主観的だから…と発言ひかえる必要もないのでは？
47. 事前打ち合わせでの留意点とは(打ち合わせにかける時間、割合など)？
(ア) LA の業務内容の中に授業時間以外に 30 分準備の時間が設けられている。ほとんどの授業で
授業前後に打ち合わせに時間を当てている。授業内で教員や他の LA とうまく連携するため
にも、打ち合わせではまず教員の授業計画を確認することが必要。
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【H. 待機】
48. 授業中やることがなくて手持ち無沙汰になってしまった。
(ア) 前もって教員に何をすべきか尋ねておく。それでも時間ができてしまった場合は、無理に何
かしようとせず雰囲気をうかがう。責任感で焦ると周囲が見えなくなってしまいます。受講
生の様子を観察するのも仕事だと考えよう。
49. 待機時の効果的な LA としての授業への関わり方は。
(ア) 受講生の観察や分析はもちろんだが、先生の受講生への関わり方の必然性や指導の意味づけ
への問いを自分に浴びせながら、授業運営を観察する。
50. 先生がある内容について講義しているあいだ、特にすることがなく待機する場合、してみるといい
と思うことは？
(ア) 受講生のノートを垣間見てみる（前回の講義と比較して、取り方に変化が見られるかどうか
も把握できる）
【I. その他】
51. LA として自信をもつためにどうしたらいいのか、どう考えることが必要か。
(ア) 準備をしておくこと。それから、研修にも参加すること。これまで自分が積み上げてきた経
験を信じること。そして、「自分が LA だということを自覚する」ということも、意識を育
てるためには重要だと思う。
(イ) 自分の得意分野は何か見つける事、探すこと、分かる事。苦手な事はこれからできるように
なればいいと思います(長い目で)。それよりも、今、自分に何ができるか、考える事からやっ
てみては？
52. いろいろなタイプの LA がいるが、役割分担はどうすればよいか。
(ア) 役割は自然に決まってくるので、それぞれの得意分野を活かすべき。
(イ) 同じ授業の LA さんと少し話し合ってみる。
53. 担当の先生や LA 同士のコミュニケーションの取り方について
(ア) 授業の前後に振りかえりなどを通して話す機会を設けることが重要。また、研修会や外部イ
ベントなどの積極的に参加することで、他のクラスの LA たちとも情報交換の機会を得るこ
とができる。
(イ) お互いがお互いの興味、趣味に関心を抱くこと。
54. LA らしいことができていない、と感じる。
(ア) 「自分がしなければ」という気持ちがあるのではないか。場の状況をゆるやかに見守るのも、
LA の仕事のひとつ。
(イ) この悩みを抱えていることは素晴らしい！自分で答え（？）が見つからなかったら先生や同
じ勤務の LA に「どんな仕事をすればいい？」か聞いてみよう
(ウ) LA らしさ＝自分らしさ。LA らしさというものは、フォーマルな仕事や活動ができる、上手
いだけではないと考える。LA らしさとは、自分自身の得意や良さを大切にしながら作り上げ
ていくもの。
55. テキストが必要な授業で、２週連続で同じ人にテキストを貸した。しかしあとから考えてみると、
これはどうかと疑問に感じた。対処法は？
(ア) 1 度ならまだしも、2 度貸すと、これから忘れても大丈夫だと思われてしまうかもしれない（し
かし、テキストがなければ授業に取り組むのが難しい）。貸すときは、次回への注意を述べ
ることが大事。
(イ) 私ならばテキストは隣の人に見せてもらうよう促します。すぐに貸すのではなく雰囲気を見
て…

作成協力してくれた LA たち
榎本慎也/ 大谷智美/岡本さやか/片山曜啓/岸本賢/ 國谷みなみ/ 國見愛/ 嶋本美幸/
竹村祐哉/ 棚橋加恵子/ 寺川未希子/中島真麻/中村薫平/橋本光太郎/平林愛菜/福山由花/藤江悠一/堀尾裕
一/牧野晃大/三浦宏介
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（４）教員・ＬＡへの質問紙調査より
2011 年度活動したＬＡと、ＬＡが入った授業を担当した教員に対して質問紙調査を行った。これらを
基に、ＬＡ自身がＬＡをどうとらえて活動を行っているのかについてや、活動の成果、課題などを整理
し、それぞれに対して考察を行う。

１）調査の対象と方法について
今回の調査では、2011 年度に授業に入ったＬＡと、ＬＡが入った授業を担当した教員に質問紙調査を
行った。32 名のＬＡと７名の教員から回答を得た。
ＬＡに対して、次の４点質問した。１点目は「友達や先生にＬＡとは何か？と聞かれた際にどう答え
るか」である。これは、ＬＡ自身が自分達をどのような存在だと捉えているかを明らかにするための質
問である。２点目は、「苦手な業務とその対処法」である。ＬＡの業務内容は研修だけですべてをフォ
ローすることができないことが特徴のひとつであるが、苦手な業務を彼らがどのように克服しているの
かについて明らかにするための質問である。３点目は「活動を通した自身の学びや成長」である。これ
は、ＬＡそれぞれが活動を通した自らの成長をどのように捉えているのかを明らかにするための質問で
ある。４点目は「自分が受講している授業でＬＡの経験が活かせた点」である。これは、ＬＡ活動の波
及という視点で、ＬＡが支援に入った授業だけでなく、その経験を自分達が受講する授業でも活かせて
いるのではないか、という仮説を明らかにするための質問である。
教員に対しては、ＬＡ活動に対する教員の意識を整理するために、
「ＬＡに期待した事」
「ＬＡ活動や
制度についての課題や提案」の２点について聞いた。

２）ＬＡへの質問紙調査の結果
ＬＡに対する質問紙調査の結果を、a）ＬＡに対する認識、b）苦手な業務とその対処方法、c）活動
を通したＬＡ自身の学びや成長、d)ＬＡ活動の波及、として以下にまとめる。

a) ＬＡに対する認識
ＬＡの活動内容は、支援に入った授業の内容や担当教員の要望によって異なるため、授業によって
様々である。研修においてＬＡの役割や、立ち位置について、説明する機会を設けているが、ＬＡとし
ての立ち位置について悩むＬＡも多く存在する。また、ＬＡ自身が自分達の役割をそれぞれどのように
認識しているのかについては、明らかになっていない。そこで、今回ＬＡ自身のＬＡに対する認識につ
いて質問した。その結果、ア)受講生への学習支援、イ)教員と受講生の橋渡し、ウ)授業運営（教員）
の補助、の３点になった。以下のその内容についてまとめる。

ア) 受講生への学習支援
ＬＡとは、グループでの議論の際にファシリテータとして話し合いが円滑に進むように支援したり、
プレゼンテーションの際に見本を見せたり、課題作成の際に助言を行ったりするなど、「受講生の学習
に対する支援を行う役割である」と、回答したＬＡの約半数が捉えていることが分かった。実際、ＬＡ
業務は、グループワークの際にグループに参加し、受講生と一緒に課題に取り組むことが多くある。こ
れらを通してこのように役割を認識したと考えられる。また、ただ課題に関する見本を示すだけでなく、
学生としての身近なロールモデルであることを意識するＬＡもいた。さらに、単に受講生の学習支援を
行うだけではなく、受講生への支援を通して自分たちも学び、成長することができると考えるＬＡも複
数見受けられた。
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イ) 教員と受講生の橋渡し
ＬＡとは授業を担当する教員と受講生の間を取り持つなど「教員と受講生の橋渡しを行う役割であ
る」と捉えているＬＡが、ア）受講生への学習支援、に次いで多かった。特に初年次の授業においては、
困ったり、疑問を感じたりした際に、自分から積極的に教員に声をかけられる受講生ばかりではない。
そこで、ＬＡが受講生の声を拾い上げて解説したり、受講生の状況を教員に伝えたりすることが多くあ
る。また、教員に対しては緊張して質問できなくても、ＬＡであれば話しかけることができるという受
講生も存在する。加えて個別やグループで活動する際に、教員１人では受講生の詳細な状況を即座に認
識することが難しい場合もある。そういった際に、ＬＡも共に受講生の状況を把握し、教員に伝えるこ
とは教員にとっても意味のあることである。こういったことから、自らの役割を教員と受講生の橋渡し
役であると多くのＬＡが捉えていると考えられる。また、こういった役割をＳＡやＴＡとの役割の違い
から説明しようとするＬＡもみられた。

ウ) 授業運営（教員）の補助
ア）受講生への学習支援に対して、ＬＡは「授業運営（教員）の補助を行う役割である」と捉えるＬ
Ａも見られた。広義にとらえれば、授業運営（教員）の補助には受講生への学習支援も含むことができ
るが、資料の作成・配布や授業観察など授業の運営面に関する回答をこの項目に割り振った。この項目
に該当する回答をしたＬＡには自らを教員の「お手伝いさん」と捉える場合と、「教員と共に授業を作
る立場」と答えるＬＡがみられた。前者の場合、ＬＡの役割を教員からの受け身な立場で認識しており、
後者は教員と一緒に授業を作り上げていくという積極的な姿勢がみられる。これは、どちらが良い悪い
ではなく、授業を担当する教員がＬＡに対して求めた役割の違いや、ＬＡに対する意識の違いなどが反
映されていると考えられる。

・「ＬＡに対する認識」のまとめ
今回、意識の傾向をみようとＬＡからの回答を整理し、３項目に分類したが、この３点はお互いに関
連づいていると言える。つまり、まとめると「ＬＡは受講生の学習支援、受講生と教員間の橋渡し、授
業運営の補助を行う人であり、それを通して自らも学び成長することができる」ということができる。
また、ＬＡによって活動に対して受け身なＬＡと積極的に関わっていこうと考えているＬＡがみられた
が、これは授業を担当する教員がＬＡに求める役割の違いが大きく影響を与えていると考えられる。そ
れは、ＬＡの活動内容はＬＡが自らすべてを考えて行うものではなく、授業内容や受講生の人数、支援
に入るＬＡの数などを考慮して、授業を担当する教員と相談しながらどのような活動を行うのかを決め
ていくものであるからである。
ＬＡは学生に近い立場なのか、教員に近い立場なのかで悩むＬＡがしばしば見受けられるが、この３
点を意識しながら自分が担当する授業や教員に併せて柔軟に対応することがＬＡには求められるとい
える。

b）苦手な業務とその対処方法
ＬＡは各学期前に研修を受けているが、ＬＡの活動内容は授業を担当する教員によって多様であり、
また状況によって臨機応変に対応することが求められるため、全ての活動を研修内で詳細に扱う事は難
しい。そこで、今回ＬＡがどんな業務に苦手意識を感じており、それをどのように克服しようとしてい
るのかについて質問した。回答は多様であったが、苦手だと感じている業務を整理すると、ア）グルー
プワークへの介入、イ）プレゼンテーションの見本、ウ）その他、の３点にまとめることができた。以
下にそれぞれとそれらに対するＬＡの対処法についてまとめる。
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ア）グループワークへの介入
ＬＡ活動の中心に受講生がグループワークを行う際のファシリテーションがある。しかし、これに対
して苦手意識を持つＬＡが最も多いことがわかった。
理由としては大きく３点挙げられる。１点目は声をかけるタイミングの難しさである。机間巡視しな
がらそれぞれのグループに声かけを行う際、議論が盛り上がっている場合や、受講生が真剣に考えてい
る際に不用意に声をかけてしまうことがないかを心配する声が多くみられた。これに対して、ＬＡは、
状況を観察し、タイミングを見計らって声をかけることで対処している。２点目は学生の意見を引き出
すことの難しさである。議論に参加し、受講生に問いかけてみても、受講生が黙りこんでしまったり、
一言二言しか返事が返ってこなかったりする場合にどのように対処したらいいのか悩むとの意見がみ
られた。対処法としては、他の人のファシリテーションを参考にすることが挙げられた。３点目はＬＡ
の存在に否定的な受講生とのコミュニケーションである。ＬＡが一体どういった存在なのか、納得でき
ず授業に参加する受講生も存在する。そういった受講生に対してどのように対応したらいいのか悩むと
の声がみられた。対処法としては、ＬＡの存在を認めてもらえるように頑張る、などの意見が見られた
が、特に３点目に関してはＬＡだけの問題ではなく、授業を担当する教員と連携して対応していく必要
のある問題であるといえる。

イ）プレゼンテーションの見本
多くのＬＡは、受講生がプレゼンテーションを行う前に見本として、プレゼンテーションを行ってい
る。これに対して苦手意識を持つＬＡが多くみられた。
その理由としては、まだ人前で話すことに慣れておらず緊張すること、事前準備が大変であること、
自信がないこと、などが挙げられた。その対処法としては、事前に練習をすること、緊張したら一呼吸
おいて落ち着くこと、慣れること、できるだけやらない、などがあげられた。受講生と比べてプレゼン
テーションの経験があるとはいえ、全てのＬＡがプレゼンテーションの機会をそう多く持っているわけ
ではないことや、受講生の見本であるということが、ＬＡがより緊張する要因となっていると考えられ
る。

ウ）その他
その他にも様々な業務が苦手な業務として挙がった。２つをその対処法と併せてここに紹介する。１
つめはクラス全体への指示を出すことである。理由としては声が小さいことや、全体を見渡して指示を
する際に親切な指示ができていないと思う、などが挙げられた。それらに対してＬＡは、大きい声で話
すように意識することや、落ち着いて周りを見ることで対処している。２つめは授業の際の机の配置変
えなど事前準備についてである。授業によってきまった形があるとはいえ、初めの段階ではどのように
すればいいのか分からないＬＡもいる。対処方法としては、先輩ＬＡを見る、他のＬＡと連携して対応
する、などＬＡ間でのチームワークを活かすことが挙げられた。

・「苦手な業務とその対処方法」のまとめ
ＬＡが苦手に感じている業務を聞いた結果、ベテランＬＡでも、新人ＬＡであっても何らかの活動に
対して苦手意識を持っており、その内容は多様であったため、全てを紙面に書きだすことはできなかっ
た。しかしＬＡたちはそれぞれ自分達で対処方法を考え、苦手意識を乗り越えようとしている。多くの
ＬＡが苦手意識を持っている項目に関しては学期前の研修の内容として取り扱ったり、授業を担当する
教員と意識を共有したりするなどの対応が今後必要となる。
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c）活動を通したＬＡ自身の学びや成長
ＬＡは、ＬＡの活動の中で受講生に対する支援を行うだけでなく、ＬＡ自身も授業に対しての気付き
や、成長した点があると考えられる。そこで、活動を通して学んだことや成長したと思う事について聞
いた。ア）状況をみて判断し、積極的に行動する力の向上、イ）自信・落ち着きの修得、ウ）学習スキ
ルや受講生のサポート力の向上、エ）ＬＡ間のチームワーク・後輩育成の態度の向上、の４点にまとめ
た。以下にそれぞれについて述べる。

ア）状況をみて判断し、積極的に行動する力の向上
ＬＡ活動を通して、「周りの状況をよく見て、今何をする必要があるのかを判断することができるよ
うになった」と答えるＬＡが多くいた。また特にＬＡ活動に関わって間もない新人ＬＡから、「人の話
をしっかり聞くことができるようになった」「全体をまんべんなくサポートする力がついた」という意
見が多くみられた。他にも、「次に何をすればいいのかを意識し、先生からの指示を受ける前に動ける
ようになった」
「受講生の変化・違和感にいち早く気付き役に立つ力がついた」
「資料配布など自分から
やろうとするようになった」など、状況を判断し、次に何をすべきなのかを自ら考え言われる前に行動
しようと意識して動けるようになったことを、自らの成長としてあげるＬＡも多くいた。
ＬＡ活動はクラスやグループの状況、他のＬＡや教員らの動きを良く見て、今自分が何をすべきなの
かをその場で判断する力が求められる。この力は研修だけで身につくものではなく、日々の活動の経験、
ＬＡ活動をよりよくしていこうという自らの意欲を通して修得された力であるといえる。

イ）自信・落ち着きの修得
ＬＡ活動を通して、
「人前である程度落ち着いて話すことができるようになった」
「自信を持って行動
できるようになった」という意見がみられた。また、落ち着いて行動できるようになったことで、受講
生としっかり向き合う事ができるようになり、自分が何をすべきか判断できるようになった、と答える
ＬＡもいた。ＬＡ活動は人前に立って見本を示したり、受講生に積極的に話しかけたりする機会が多く
ある。毎回の経験を通して、少しずつ人前で話すことに慣れ、自分の行動に自信を持って活動を進める
ことができるようになってきたと考えていることが分かる。また、落ち着きを持って活動することや、
活動に対する自信は、ＬＡの受講生への態度にも大きく影響を与えることも分かった。

ウ）学習スキルや受講生のサポート力の向上
プレゼンテーションの見本をすることで、「自分の不足を知り改善することができた」や、ノートテ
イキングの授業への支援を通して「ノートをとる力や客観的に授業を見ることができるようになった」
など、ＬＡ活動を通して自分自身の学習スキルが向上したとの意見が多く挙げられた。また、「意見を
うまくまとめることができるようになったことで、受講生に対してアドバイスができるようになった」
など、ＬＡの学習スキルの向上が受講生への支援をよりよくしていることもわかった。これは、先にあ
げたイ）自信・落ち着きの修得とも関連づいているといえる。さらに、受講生に対して「直接答え

を教えるのではなく、答えへ至るための過程を教えるのが上手くできるようになった」という回答
もみられ、単に答えを示すのではなく受講生に考えてもらうための工夫を考えながら活動していた
ことも分かった。
エ）ＬＡ間のチームワーク・後輩育成の態度の向上
「他のＬＡと状況を聞いておくようになった」「ＬＡそれぞれの特徴を活かして担当を決めるよう意
識するようになった」など、ＬＡ同士で情報共有の重要性を認識し、積極的に他のＬＡとコミュニケー
ションをとりながら活動を進めるようになったことが分かった。また、「他のＬＡの行動を見て学ぶこ
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とができた」という意見のように他のＬＡを見て自らの成長につなげているＬＡも見られた。これらに
加えて、
「後輩ＬＡと働くことが増え、適当なことはできないと思った」
「自分の経験を他の人に伝えよ
うと思った」というように、自分の姿を見せることや経験を伝えるなど、後輩ＬＡの育成を意識して活
動していることも分かった。この傾向は活動４期目、５期目のベテランＬＡにみられ、ＬＡ活動におけ
る後輩が増えてくるにつれて、自発的に後輩育成の視点を得て活動に関わるＬＡが増えることが分かっ
た。

・「活動を通したＬＡ自身の学びや成長」のまとめ
今回、ＬＡの成長としてまとめた４点から、ＬＡは活動を通して学習スキルを向上させるということ
だけではなく、ＬＡ活動に関わって間もないＬＡは、日々の業務や他のＬＡとの関わりを通して、状況
を把握し、自分が今何をすべきか判断する力や、業務に対する自信を修得していることが分かった。ま
た、活動歴が長いベテランＬＡになると、自らの姿を見せることや経験を伝えることを通した後輩ＬＡ
の育成という視点を意識して持ち、それを自らの成長と捉えて活動するようになることがわかった。

d）ＬＡ活動の波及
ＬＡ活動の波及を考えた際、ＬＡ活動を通した経験を、ＬＡは自身が受講生として参加する授業でも
活かせているのではないか、という仮説を立て、今回、ＬＡとしての経験を自身が受講する授業で活か
せていると思うかについて質問した。その結果、ア）ファシリテータとして活躍、イ）授業への積極的
な参加、ウ）学習スキルの活用、の３点にまとめることができた。以下にそれぞれについて述べる。
ア）ファシリテータとして活躍
ＬＡが受講生として参加する授業において、「なにをすべきかをホワイトボードに書き出して整理し
た」
「皆の意見を引き出すことができた」
「皆が納得する形で議論が進んでいるか確認しながら話し合い
を進めている」など、グループワークの際に話し合いを円滑に進めたり、参加者の意見を引き出したり、
まとめたりするなどファシリテータとして活躍しているＬＡが多くみられた。
イ）授業への積極的な参加
「分からないことがあったら積極的に教員に質問するようになった」「積極的にコミュニケーション
ができるようになった」など授業に対して積極的に参加するようになったという意見も多くみられた。
こういった授業に対する姿勢は授業を大きく変えるものではないが、授業の雰囲気を良くしたり、同じ
疑問を持って困っている他の受講生にとって間接的な支援になっていると考えられる。また、教員に対
して「パワーポイントだけの授業だったのでレジュメがほしいと提案をした」ことにより、提案を受け
た教員がレジュメを配布するようになったことや、ゼミの運営方法について担当教員に提案し、内容の
変更や方法の検討を教員と共に考えることで、自分達がよりよく学ぶためのゼミ運営の実現に結びつけ
たという事例も見られた。
ウ）学習スキルの活用
「ゼミでのプレゼンテーションやレジュメ作成にＬＡでの経験を活かすことができた」「ディベート
をした際にＬＡでの経験が役に立った」など、ＬＡでの活動を通して学習スキルが鍛えられるため、実
際に受講生として自分が授業を受講する際にその経験を活かすことができたという意見が多く見られ
た。また、「パソコンの授業で他の受講生のサポートをした」など、普段ＬＡとして受講生の支援を行
うのと同様に一緒に授業を受ける他の学生に対しての支援を行ったという事例もみられた。
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・「ＬＡ活動の波及」のまとめ
多くのＬＡが、自分達の経験を何らかの形で、自分達が受講する授業において活かしていることがわ
かった。ＬＡの活動歴が短いＬＡの中には、まだ自分が受講する授業に対して経験を活かせたとは言え
ないと答えるＬＡも多くみられ、活動経験が豊富になるベテランＬＡになるほど、何らかの形で授業に
ＬＡとしての自らの経験を活かせていると考えている。今回整理した全ての行動が、授業をよりよくす
るために直接的に働いているとは言いきれない面もあるが、積極的に授業に参加する態度や、他の受講
生の支援を自然に行う事を通して、授業の雰囲気をよくしていることが考えられる。また、実際に教員
に授業方法について提案し、実際に改善につなげるなど直接的な授業改善につながった事例もみられた。
こういった提案は、
「提案を聞いてくれるだろう」
「こういう提案をしても大丈夫」という授業を担当す
る教員に対する信頼関係も重要な要因である考えられる。今後、ＬＡでの経験をこういった直接的な授
業改善につなげていくために、どういった支援が必要なのかを検討する必要がある。

３) 教員への質問紙調査の結果
教員に対する質問紙調査の結果を、a）ＬＡに期待した役割、b）今後の課題、として以下にまとめる。

a）ＬＡに期待した役割
ＬＡの具体的な活動は、授業を担当する教員とＬＡが相談して決めていくが、ここではＬＡの具体的
な活動内容ではなく、活動を行う際に、教員がＬＡにどのような役割を期待したのかについてまとめる。
その結果、ア)グループワークでのファシリテーションとクラスの雰囲気作り、イ）その他、の２点に
整理された。以下のその内容についてまとめる。

ア) グループワークでのファシリテーションとクラスの雰囲気作り
ＬＡに対して教員が期待したこととして、まずグループワークでのファシリテーションが挙げられた。
少人数の授業であっても、
「教員一人ではきめ細やかな支援ができないから」という意見や、
「議論の盛
り上がりに欠けるグループの牽引役になってほしい」「議論に慣れていない学生が多いので、ＬＡが参
加することでディスカッションの活性化を見込んだ」など、ＬＡがグループでの議論に参加することに
よって円滑な話し合いの進行を期待した意見が挙げられた。
教員がＬＡに期待したもうひとつの役割として、クラスの雰囲気作りが挙げられた。個別作業の際に、
学生の温度差が出てしまうが、ＬＡが参加することによって「クラス全員が積極的に学べる良い雰囲気
を作ること」や「学生が発言しやすい雰囲気作り」「スムーズなクラス運営」を期待したという意見が
多くみられた。

イ) その他
ＬＡに期待した事として、上記以外に挙げられたのは、授業改善のヒントにつなげるために「授業の
モニタリング」や「受講生の反応を教えてもらうこと」、
「教員の意図を事前に読みとり、事前にプラス
αの準備をすること」など、教員に言われたこと以外のこともＬＡに期待したという意見もみられた。

・「ＬＡに期待した役割」のまとめ
ＬＡが活動を行う際に、教員がＬＡに期待した内容は主にグループワークでのファシリテーションや
授業内での雰囲気作りであったと言える。いいかえると、ＬＡが授業に参加することを通して受講生に
とってよりよい学習環境を作り上げることが、ＬＡに期待されているといえる。
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b）今後の課題
ＬＡの具体的な活動内容は、授業を担当する教員に任されているが、ＬＡの配置や勤務の管理、研修
の実施などは主に教育支援センターが担当している。本項では、こういった状況を踏まえてＬＡが支援
を行った授業を担当した教員にＬＡの活動や制度についての課題を聞くことで、今後どのように制度を
改善していけばいいのか検討する。質問紙の結果を整理した結果、ア)ＬＡの位置付けについて、イ) 授
業外活動への意欲の差やＬＡコミュニティの重要性、の２点に整理された。以下のその内容についてま
とめる。

ア) ＬＡの位置付けについて
「ＬＡの業務の本質がつかみにくいため、ＬＡの業務は幅広く、教員によって多用である」「ＬＡの役
割の明確化」「ＬＡと学生の立場の明確化」などＬＡの役割や立場を明確にすべきではないか、との意
見が課題として多く挙げられた。ＬＡの役割が明確でないことによって、教員や受講生のみならず、Ｌ
Ａも混乱してしまう可能性が考えられる。

イ) 授業外活動への意欲の差やＬＡコミュニティの重要性
「ＦＤや研修など授業外への活動への参加に関してＬＡによってかなり意欲の差がある。差はあって
もいいが理解は必要である」ことや「ＬＡが成長するためには、向上心に加えて、自己モニタリングや
振り返りが重要であるが、一人では難しいことなのでＬＡ同士の交流の場が重要である」など、ＬＡ間
でのコミュニティの重要性を指摘する意見もみられた。

・「今後の課題」のまとめ
ＬＡの役割の明確化やＬＡコミュニティの重要性は今後早急に対応していかなければならない課題
であると言える。具体的には、ＬＡとは何なのかをＬＡに対しては研修などで周知すると共に、教員に
対しても意識の共有を求めていく必要がある。ＬＡコミュニティについても、ＬＡ同士が気軽に意見交
換や情報共有できる機会を積極的に提供していく予定である。
また、今回上記に記述した以外にも、ＬＡ配置人数を増やしてほしいという声や、教員とＬＡとのミ
ーティングの際に必要となる費用の算出方法を定義することなど事務的な提案や、ＬＡが受講生の支援
に入ることで受講生がＬＡに依存してしまう事への懸念なども課題として挙げられた。今後さらに詳細
に調査し、制度の改善につなげる必要がある。

４）今後に向けて
紙面の都合上、今回ご協力いただいた方の回答すべてを記述することができなかった。今回の調査で
得た情報を今後の制度向上に活用すると共に、定期的な調査をこれからも続けていく予定である。
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（５）スポット参加（教職科目「総合演習」への出張授業）
本稿は、本取組の運営スタッフである教員とＡＳが依頼を受け、教職科目の夏期集中講義において，
グループワーク形式での学びを支援することを目的に、ＬＡを伴い局所的に行った授業支援活動（スポ
ット参加）について報告を行うものである。

１）出張授業の概要
ａ）目的
教職科目『総合演習』において、グループワーク時の議論の促進を目的として、ＬＡの活用を行う。
また、同様の目的のために、授業デザインそのものも本取組において蓄積しつつある授業パッケージを
採用した。
ｂ）依頼内容
依頼者はシステム理工学部の倉田純一先生であり、出張授業の依頼を受けた授業科目は、教職科目「総
合演習」である。授業の詳細は授業シラバスを参照されたし（資料１）。
依頼内容としては、第 12～14 回目の授業にて行う予定のグループワークにおける議論の促進・活性
化の要望であった。なお、「総合演習」は夏期集中授業であり、第 12 回～14 回の授業は、2 限～4 限を
使った連続講義の形式を取っている。この 3 講分の授業を一任された。
倉田先生が、最終回（第 15 回）におこなわれる受講生の個人発表の前段階として、第 12～14 回の 3
講分の授業においてグループワークにおけるディスカッションの採用を意図したねらいとしては、受講
生が個人発表の作成準備を行う際に“より多様な視点について意識しながら”進めることが可能となる
ようにという点にあった。
実は、この「総合演習」は教職科目であるために、学部は文系理系問わず混在し、学年にいたっては
学部生から院生まで、かなり多様な属性を持つ学生が受講している。そういった意味では、グループワ
ークにおける議論が多様な展開を見せることは必定ではあるのだが、受講生の持つ個性の披歴可能なと
ころまで、すべてのグループが円滑に議論を進行させることはかなりまれであるという。つまり、属性
が多様であればこそ、グループワークの進行や議論のスキルにもばらつきがあり、各人の持つ背景も多
様であるため、受講者間のラポール形成にも困難さがつきまとう。
以上のような問題点を補い、支援してくれる存在として、本取組で蓄積しつつある“授業パッケージ”
と“学びの支援者であるＬＡ”に、依頼が舞い込んだという経緯である。
ｃ）授業パッケージとしての「議論の十字」と“十字ＬＡ”
今回の倉田先生の依頼には、関西大学総合情報学部の牧野由香里先生の開発による教材パッケージで
ある「議論の十字」を中核に据えたものとして対応することにした。
なお、本取組においては昨年度より、牧野先生のご厚意から、「議論の十字」を中核に据えた授業に
おけるグループワークのファシリテータを行えるＬＡを“十字ＬＡ”と呼び、「議論の十字」と“十字
ＬＡ”をパッケージにした授業を、ある程度カスタマイズした形で出張授業を行ってきた経緯がある。
この“十字ＬＡ”は、事前に研修として「議論の十字」を用いたワークを体験している。
ｄ）役割分担と準備
今回の出張授業は、連続した 3 講分を、グループワークを主軸に据えたワークショップ形式で実施す
ることとした。
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役割分担としては、出張授業におけるメインファシリテータについては、本取組を推進する教員 1 名
が担当した。そしてワークショップ形式での授業のデザインを行ったのはＡＳ１名である。なお、ＡＳ
のデザインした授業プランのオーサライズは、メインファシリテータを担当する教員が行った。
なお、倉田先生とは、授業実施までに 4 回、対面による打ち合わせを行った。1 回目は依頼内容につ
いてのヒアリングを行い、２回目の打ち合わせにてコンセプトが確定し、3 回目の打ち合わせにて、あ
る程度具体的な授業デザインのプランニングの提示（資料２）を行った。4 回目は実施直前の最終打ち
合わせである。
“十字ＬＡ”には、メインファシリテータである教員から、グループワークで取り扱うテーマについ
て予習を行う際に必要となる文献が選定・提示され、その後さらに、打ち合わせを兼ねたミニレクチャ
も実施された。
円滑なグループワークに必要な教室環境（可動式の机と椅子であることが必須）については、当初予
定されていた教室がそのような環境ではなかったため、倉田先生が調整を行った。
授業に必要な教材の作成・印刷、道具の手配・準備については、メインファシリテータである教員と
ＡＳで行い、前日の様々な準備に関しては本取組の運営スタッフである職員に支援を要請した。
また、“十字ＬＡ”には、当日の授業内における支援だけでなく、前日の準備と当日の準備・受講生
の受付・終了後の片付けに関しても支援を要請した。
準備物一覧は資料３を参考にされたし。

２）当日の動き
ａ）実施日時
８月３１日（水）１０：３０～１６：１０（受付１０：００開始）
ｂ）授業科目名等
「総合演習」（教職科目）の第１２～１４講目の 3 講分。夏期集中講義の終盤であり、担当は依頼者
である倉田純一先生である。
ｃ）受講生について
受講生は２４名。文系の学部生（法・文・社）が８名、理工系の学部生（機・数・システム・化・生）
が９名、文系の大学院生が４名、理工系の大学院生が３名であった。男女比は、男子１９名、女子が５
名であった。
ｄ）スタッフの概要
メインファシリテータとしての教員が１名、教室状況を観察しながら適宜プログラムに修正を行う役
割であるワークショップマネージャーとしてＡＳが１名、“十字ＬＡ”は６名であった。なお、倉田先
生は当日はオブザーバーとして教室後方に待機しており、グループワーク時には机間巡視を行い、受講
生への“声掛け”を行っていた。
ｅ）プログラム
打ちあわせと調整を繰り返した結果として、最終的に実施した当日のプログラムは以下である。なお、
さらに詳細な流れについては資料４を参考にされたし。
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【2011 年 8 月 31 日（水）
「総合演習」3 日目

授業の流れ】

０．受付（グループ編成を行うために設定）
１．着席
■2 限開始■
２．本日の授業について前振り（10 分）
３．解説（10 分）
４．グループ編成発表・移動（5 分）
５．自己紹介（15 分）
６．ＫＪ法でのワーク≪１≫（５０分）
■昼休憩■
■3 限開始■
６．ＫＪ法でのワーク≪２≫（２０分）
７．解説（20 分）
８．十字モデル作成（20 分）
９．解説（5 分）
１０．十字モデルを用いたグループワーク≪１≫（２５分）
■休憩■＊グループ毎に適宜休憩を取る
■４限開始■
１０（つづき）．十字モデルを用いたグループワーク≪２≫（３５分）
１１．十字モデルを用いた個人作業（20 分）
１２．全体共有（10 分）
１３．まとめ（２５分）
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【準備】

当日の教室設営状況

当日配付教材一式

グループワーク用準備物

グループ編成のための受付

【授業】

メインファシリテータの解説・講義

自己紹介

グループ編成の発表

ブレインストーミング
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グループで“ＫＪ法”に取り組む

グループワークの合間に解説を受ける

“ＫＪ法”の結果

各自「議論の十字」に取り組む
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「議論の十字」を用いて、意見の共有を行う
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ワーク全体をふりかえる

総括
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３）結果
以下、出張授業の結果について概観していく。
ａ）授業を観察して
まず、倉田先生からの依頼であった“グループワークにおける議論の促進・活性化”についてである
が、問題なく対応できたと思われる。それは前頁に掲示した出張授業の様子を記録した写真からも、そ
の一端がうかがえる。このことから、上手く要望に沿えたといえるのではないだろうか。その理由とし
ては様々な要因があると考えられるが、やはり“十字ＬＡ”の存在は、大きな要因であると考えられる。
彼らの活躍については、グループの雰囲気がなかなか温まらず苦戦しがちであるチーム結成後の最初の
活動である“自己紹介”の段階において、口火を切るだけでなく、他のメンバーを積極的に受容する姿
勢（うなずき、笑顔、メンバーの発言への軽いフォロー等）の中に、早くも観察された。
また、その一方で、プログラム中盤の今回の出張授業の中心的な活動である「議論の十字」を用いた
ワークに差し掛かったころには、ＬＡでない受講生がグループ活動の進行を担っている姿が多々見られ、
そこからは、ＬＡがあくまでも受講生の学びを支援するという姿勢を保っていることが見受けられた。
それでいて、初見の教材や学習活動に戸惑う受講生には、教材や付箋紙やホワイトボードの使い方等を
積極的に支援する様子も散見された。
以上のようなＬＡの働きは、ＬＡが他の受講生ひとりひとりの様子をよく観察し、かつグループ全体
の雰囲気も観察しているからこそ可能となる、“出すぎず引きすぎない”最もＬＡらしい支援の形であ
ろう。
ｂ）受講生のふりかえりシートより
受講生が最後に記入したふりかえりシートを概観する。なお、ふりかえりシートは自由記述形式であ
った。
まずは教材パッケージである「議論の十字」に関して受講生がどう感じたかについてみていきたい。
受講生の感想としてはおおむね好評であった。その内容としては、「頭で考えていることを書きだすの
が難しいわけで、その手助けになってくれる」
、
「どういった形で話を展開していったらいいのかがわか
りやすく、また問題点がみつけやすい」、
「根拠とデータを分けて書くと、意外とデータが揃えられてお
らず、自分の考えだけで話をしていたことに気付いた」というような、議論に必要な材料に関して可視
化が可能となり、不足について明確化がしやすく有用であるといった類の感触を記述する受講生がほと
んどであった。ただし、ごくごく少数ではあったが、「自分の思考をブロックにあてはめることで、か
えって論理的な説を展開する妨げとなった」という記述もあった。これに関しては、論理的な文章の作
成のスタイルについて、ある程度確立されたものがある受講生にとっては、至極当然な反応だと考えら
れる。しかしこれは、授業をデザインする上で必ず向かい合わなければならない“ジレンマ・マネジメ
ント”のひとつの事例であろう。次回以降実施する際には課題として意識しておきたい。
次に、「他者の視点を意識する」という点に関してみていく。こちらに関してもそれについてスムー
ズに行うことが可能であったことを示す記述と、今まで意識をしなかったような新たな“世界”との出
会いに、喜びだけでなく驚きや戸惑いを感じる記述が多く見られた。
また、「今回の出張授業を体験する中でどのようなことを感じたか」という質問に関しては、授業で
取り扱ったテーマ（「障碍者支援」）に関する回答と、授業全体（主にグループワーク形式での活動）を
通じて体験した「多様な他者との対話」に関する回答に大きく分かれた。内容としては、ほぼすべて良
好な回答であった。
受講生のふりかえりシートを概観したが、ａ）の観察から得た感触と同様に、受講生にとっては適度
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に刺激的で、ある程度充実した出張授業であったようだ。おおむね好評だったと考えたい。
ｃ）倉田先生の所感
最後に倉田先生の所感についてとりまとめておく。
まず倉田先生が一番印象に残った点としては、それまで共通項もなくほぼ初対面だった受講生同士が、
グループ編成発表後、あまり時間の経過が見られないにも関わらず、活発な議論が展開されていた点に、
まず驚きを感じたという。たいてい多様な受講生の集まる教職科目のような授業の場合は、遠慮がある
ためかグループ内には沈滞ムードが漂い、たとえばブレインストーミングを行ったとしても、各人の出
す付箋紙が 1 枚出るかでないかという状況になり、盛り上がりに欠けることが往々にして見られるが、
今回はそうではなかったことが驚きであるとのことであった。そして、その驚くべき状況は、“十字Ｌ
Ａ”の存在が大きく寄与したものであるとのことであった。その根拠とする具体的な内容としては、上
記ａ）の観察の結果とほぼ同じ部分については割愛するが、それとは少し違った点についての言及が 2
点あったので以下に示すことにする。
まず 1 点目としては、ＬＡの高いタイムマネジメントスキルを挙げた。つまり、今回の出張授業のプ
ログラムの内容を見るならば（資料４）、かなり細かな活動が幾重にも折り重なっていることがわかる。
それにも関わらず、無理のない形でスムーズに、どのグループにおいてもワークが進行していたのは、
ＬＡにさりげないマイムマネジメントを行えるスキルがあるためだと感じたという。えてして、タイム
マネジメントを行う進行係は、圧迫感のある存在になることが多いが、ＬＡはそうではない形でタイム
マネジメントをさりげなくおこなっていたという点にも注目したとのことであった。
そしてもう 1 点に関してはＴＡと比較する形での言及であった。ＬＡがＴＡと違い、取り扱ったテー
マ（「障碍者支援」）について熟知していない点が、今回の出張授業において功を奏したという指摘であ
った。つまり、ＴＡならば、授業で取り扱うテーマについては、学部生に比べて専門的な知見が豊富で
ある。もちろん、それが授業のデザインによっては有用な場合もある。しかし、こういったグループワ
ーク形式の授業においては、グループ内に専門知識が圧倒的に豊富なメンバーがいた場合、そのメンバ
ーの意見に他のメンバーが流され、思考の停止が起こってしまうケースがある。しかし、ＬＡは、予習
をしていたにせよ、テーマについての専門性に関しては高いわけではない。しかし、グループワークを
円滑に進行するスキルや素養に関しては非常に高いものを保持している。つまりそれは、受講生が自ら
テーマを深める際に必要となる、学びの“外枠”については、ＬＡの支援がさりげない形で行われるが、
受講生が自らの見解を構成する際に必要となる知識については、影響力を持たないことを意味する。そ
のため、前述のようなグループワークの弊害は発生しない。この点が、ＴＡではないＬＡならではの支
援であるという指摘であった。
また、総合情報学部の牧野由香里先生が開発された「議論の十字」に関しての倉田先生の所感として
は、受講生にとって、まず論を組み立てる際の最初の第一歩を踏み出せるだけでなく、このワークを経
験することによって、具体的に他者をイメージしやすくなり、他者の視点を意識することについて体験
可能な、有用なパッケージであるとのことであった。
なお最後に、今回の出張授業を経た後の「総合演習」の最終回である第 15 講目の授業の様子につい
ての言及があったので以下に記述する。
第 15 講目の授業においては、出張授業（第 12～14 講目）におけるワーク体験の結果を踏まえて構築
した各自の考えについて、すべての受講生がプレゼンテーションを行うというものであった。そのプレ
ゼンテーションの際に気付いたことは、受講生はおおむねよく健闘していたが、若干気になる傾向が見
られたという。つまりそれは、出張授業のワークの経験から意識するようになった「他者の存在」や「他
者の視点」を過剰に意識したためであろうか、プレゼンテーションの内容がそれらへの反駁に終始し、
結論を明確にしないまま発表を終えてしまう受講生が少なからず存在したとのことであった。
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この倉田先生の指摘から得られる示唆としては、他者の視点を意識できるようになった次の段階とし
て、程よく他人の意見を取り入れて、自分のものとしてこなしていく、いってみれば“アサーティブネ
ス”のようなものの醸成に対しても、今後は授業をデザインしていく上で、少しは留意していくことが
必要だという点であろう。ただし、これについては真摯に受け止めつつも、今回の出張授業に対して、
受講生が主体的に取り組んだ結果の反応だともとらえられる。よって、前向きに受け止めることとした
い。
以上が、ＬＡによるスポット参加（教職科目「総合演習」への出張授業）に関する報告である。
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資料２

出張授業のプランニング段階の打ちあわせ資料
倉田先生ご担当 総合演習の授業デザイン
8/31（水） 2 限・3 限・4 限

【2 限】

文責：ＡＳ齋尾

1.

前振り

2.

解説

3.



議論の十字の簡単な解説（意味、意義、狙い）



KJ 法の簡単な解説（解説シートを用いて具体的な手法を説明）

KJ 法でのワーク


簡単なアイスブレイク→司会の選定



KJ 法のテーマ「障害者福祉を実現するのはなぜ難しいのか」


テーマの意図：障害者福祉が重要である、ということについてはおそらく意見は一致するだろうか
ら、
「なぜ大事か」
「どのように大事か」を議論しても抽象的な理想論だけに終始してしまう恐れが
ある。しかし、実際には障害者福祉について高邁な理念を共有していても、この社会の中で障害者
福祉を実現していくことは容易ではない。そこで、障害者福祉の現実化を阻んでいるものが何か、
を具体的に考えてもらうことで、どうやってその障壁を乗り越えて障害者福祉を実現してゆくか、
を考えてもらう。

【3 限】
1.

議論の十字の詳細な説明


今回は、議論の十字を「論理的思考力」の基礎を学んでもらうためだけではなく、「他者の視点」でも
のを考えようとする姿勢を涵養するためにも用いる。

2.

十字モデルをもちいた個人ワーク


KJ 法で議論した内容を踏まえて、各自一枚ずつ十字シートを作成。



ただし、その際には十字の左翼（反論、および反論への再反論）には何も記入しない。代わりに、まず
「他者からどのような反論がくるか」を考え、そこで予想したものを別シートに箇条書きで記入する。

3.

司会と書記の役割について解説


4.

議論が円滑に行われるかどうかは司会に責任があることを明言

十字モデルをもちいたグループワーク
a)

グループごとに、一人ずつ自分がつくった十字シートについてプレゼン

b)

内容確認の質疑応用（質問がなければ次へ）

c)

メンバーは、プレゼンターに対する反論を一人一つずつ口頭で述べる

d)

a)から c)のステップを人数分繰り返す（その都度司会と書記は変更し、全員が持ち回りで一度は司会、
書記を担当するように）

【4 限】
1.

十字モデルをもちいたグループワーク（続き）

2.

十字モデルをもちいた個人作業


グループメンバーからもらった反論と、それに対する自分なりの再反論を十字シートに記載



「反論予想シート」と、メンバーからの反論を記入した十字シートを比較して、自分が十分に他者の視
点でものを考えることができていたかを確認・考察

3.

全体プレゼン


4.

反論の数が最も多かった人に、コツや秘訣について簡単にインタビュー

まとめとふりかえり
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資料３

準備物一覧
「議論の十字」出前授業必要備品一覧

■１■

準備段階

・LA 事前予習用の文献 PDF
亀口公一（2007）障害のある人にとって自立とは何か、ナカニシヤ出版
亀口公一（2007）障害のある人にとって地域社会とは何か、ナカニシヤ出版
須長一幸（2008）【書評】たてなおしの福祉哲学、大学教育学会誌、第 30 巻、第 2 号
徳永哲也（2007）『たてなおしの福祉哲学』より抜粋、晃洋書房

当日（8 月 31 日）

■２■

１．アイスブレーキング（自己紹介→キャッチコピー作成）
・A4 用紙×受講生分
・付箋紙×受講生分
・ポスカ×グループ数
・自己紹介用指示書×受講生分
・キッチンタイマー
２．KJ 法
・解説プリント×受講生分
・A3 用紙×受講生分
・付箋紙（1 冊）×受講生分
・ポスカ×グループ数
・模造紙×グループ数
・キッチンタイマー
３．十字モデル
・十字モデル用教材（『紙芝居』＋『うさぎ』＋『FD フォーラム資料』
）×人数分
・十字モデルそのもの A3×人数分
・反論を予想して書き出すためのワークシート×人数分
４．十字モデルについてプレゼンテーション
【解説時】
・司会・書記の心得×受講生分
【グループワーク時】
・付箋紙×人数分×3~4 回分
【まとめ】
・ふりかえりシート

－48－
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資料４

詳細な授業の流れ
□□教職科目「総合演習」第 12～14 講

授業の流れ【詳細版】□□

０．受付
＊属性ごとにグループ分け用のカードを取ってもらう
１．着席
＊とりあえず自由な席に着席
■2 限（第 12 講）開始■
２．本日の授業について前振り（10 分）
１）【全体】倉田先生より
２）【全体】須長先生より（自己紹介・スタッフ紹介等）
３．解説（10 分）
１）【全体】議論の十字（8 分）
２）【全体】グループワークを始めるにあたっての“自己紹介”についての簡単な解説
（自己紹介段取りシートをもとに）
（2 分）
４．グループ編成発表・移動（5 分）
１）【全体】発表
２）【全体】移動
５．自己紹介（15 分）
１）【グループ】司会・タイムキーパー決定（1 分）
２）【個人】名札作成（2 分）
３）【個人】紹介内容作成（2 分）
４）【グループ】自己紹介（1 分×５→6 分）
６．ＫＪ法でのワーク≪１≫（５０分）
０）【全体】ＫＪ法の簡単な解説（解説シート＋段取りシート必要）（5 分）
１）【個人】ブレスト（3 分）
２）【グループ】司会・タイムキーパー決定（1 分）
３）【グループ】：共有（一人 3 枚に絞って 2 分×５→10 分）
４）【個人】ブレスト（3 分）
５）【グループ】：共有（一人 3 枚に絞って 2 分×５→10 分）
６）【グループ】：ＫＪ法でのワーク≪１≫（15 分）
■昼休憩■
■3 限（第 13 講）開始■
６．ＫＪ法でのワーク≪２≫（２０分）
７）【全体】教員コメント（３分）
８）【グループ】：ＫＪ法でのワーク≪２≫（15 分）
７．解説（20 分）
１）【全体】議論の十字の解説←教材セット配付
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８．十字モデル作成（20 分）
１）【個人】各自で左翼なしの部分を作成（必要なら教えあいＯＫ）（15 分）
２）【個人】各自で左翼部分を予想シートに記入（3 分）
９．解説（5 分）
１）【全体】司会と書記の役割・心得について←資料配付
１０．十字モデルを用いたグループワーク≪１≫（２５分）
０）
【全体】段取りの説明（段取り説明シートに反論のやり方・例について記入しておく）
（５分）
１）【グループ】司会・タイムキーパー・書記を決める（１分）
２－１）【グループ】各自が作成した十字モデルについてプレゼン（３分×５→５０分）
・一人につき毎回、内容確認の質疑応答
→聴衆は一人最低１つ質問を出す×4 名。4 名すべてで１０分以内
で修める）
→書記はやりとりをホワイトボードに書く
・聴衆は聴き終わったら反論を考えて付箋に書き出す（最低１枚）（３分）
■休憩■＊グループ毎に適宜休憩を取る
■４限（第 14 講）開始■
１０．十字モデルを用いたグループワーク≪２≫（３５分）
２－２）【グループ】各自が作成した十字モデルについてプレゼン（３分×５→５０分）
・一人につき毎回、内容確認について質疑応答（５分以内長くて１０分・なけれ
ば次へ）
・聴衆は聴き終わったら反論を考えて付箋に書き出す（最低１枚）（３分）
３）【グループ】各自が考えた反論付箋をプレゼンターに渡す（３分）
１１．十字モデルを用いた個人作業（20 分）
１）
【個人】空欄にしていた左翼にメンバーからの反論を踏まえ自分なりの反論・再反論を記載。
（15 分）
２）
【個人】
「反論予想シート」とメンバーからの反論（付箋・十字シート）を比較して、自分が
十分に他者の視点でものを考えることができていたかを確認・考察し、シートを完成させる。
（5
分）
１２．全体共有（10 分）
１）【グループ】予想した反論と実施にもらった反論の内容の一致した数が、最も多かった人を
選定する
２）【全体】選定された人に「反論を予想するコツや秘訣」について教員がインタビュー
１３．まとめ（２５分）
１）【個人】ふりかえりシート記入（5 分）
２）【グループ】振り返りシートにもとづいて共有（2 分×5 人）
３）【全体】ふりかえり（須長先生）
（３分）
４）【全体】倉田先生より（5 分）
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ディスカッション（質疑応答）を通じて、
アカデミックライティングの
レベル向上をねらう
そのために…
講師：教育推進部 須長一幸
Workshop Design:教育開発支援センタ－ 齊尾恭子

質疑応答のノウハウを会得する

1

 特別講義

2

40分

1.

レクチャー25分
 個人作業（ワークシート作成）15分


 グループワークによる実践

2.
3.

50分

4.

チェックイン 10分
 グループ討論 40分

この特別講座の狙い
質疑応答のメリット
質疑応答のノウハウ
実際にやってみる（作業内容の指示）



3

4

アカデミックライティング（AW）とは・・・


添削指導が心理的に楽しくないのは・・・

「感想文」よりも「自由実験」

苦労して書き上げたものを直さねば・・・
なんだかケチを付けられているようで不愉快
 しかし誰にもみて貰わず書いた文章は不安



AW指導の三つのレベル
ミクロレベル・・・個々の文章表現の添削指導
ミドルレベル・・・テーマが決まった上での
構成作り
 マクロレベル・・・テーマ選び（卒論レベル）



実際に書き上げる前の段階で、しかもできれば
肯定的で楽しくアレコレ言って貰える機会が
あればいいのでは？

5

6
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学生は“総じて”文章を書くのが苦手




渡辺哲司『「書くのが苦手」をみきわめる』
学術出版会, 2010年

アカデミックな文章を構成するパーツ
たくさん書かなければならないのは「本論」
では、「本論」部分をどうやって増やす？

►
►

文章を書くのが苦手な学生は、できるだけ
説明が足りない部分（質問がでそうな箇所）を
補足していけばよい

文章を書く前の作業に時間を掛けること
が重要

7

8

質問を予想し、それに対して自分で回答を加える、

日本人はそもそも質疑応答が苦手・・・

という作業を続けると、本論は自然と太っていく！

でもそれは、「質疑応答」の仕方を体系的に
学んでいないから（かも？）
まずは、「質問の仕方」から身につけていこう

しかし、「質問を予想する」にはどうすればいいのか？

（質問の仕方を覚えれば、応答の仕方は自然と身につきます）

まずは、他者から実際に質問をもらう＆他者に実際に
質問をしてみる、という訓練を行おう（音読→黙読）
9

10

今回の質疑応答は、アカデミックな構造を持った
文章そのものではなく、
それを書くために最初に作るラフスケッチついて
実施します。

質疑応答をうまく行うことで・・・
1.

字数が増える（＝書くべき本論部分が増える）


2.

すでに書いたものについて手直しをされるのではなく、
これから書こうとしているものについて、アイデアを
もらい、広げ、深めていく、と考えて下さい

わかりやすい文章になる


3.
11

字数を増やすのは実は簡単！説明をどんどん足せばよい！

分かりにくい部分に質問がくるのだから、その部分を説明して
補足すれば当然分かりやすいものになる

議論の論理性が高まる
12
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質疑応答と論理性にはどんな関係が？？？




まずは、プリント「質疑応答のノウハウ」を
参照のこと・・・

そもそもある程度の回数の質疑応答のやりとりがなければ、論理
的な不整合性はあまりばれない（論理的に矛盾がないことよりも
派手なわかりやすさの方が心理的にアピールする）

「内側：ミクロ」で場を暖めて、肯定的・協力的な
雰囲気をうまく作って、議論が活発になってきた所で、
「外側」からの質問で、議論を広げ、つなげ、深める、
といったことができるようになるといいと思います

しかし、つじつまがあっていなかったり、論理的におかしい部分
がある場合、たっぷり質疑応答の時間をとれば、それらはたいて
いは明らかになる（プラトンの対話篇と論理学の誕生）

論理性が高い議論は、質疑応答に耐える！
（質疑応答に長けていくと、論理性も鍛えられる）

・・・が、今日はともかく「内側：ミクロ」だけでも
身につけていって下さい。
13

14

テーマは、「関大の長所をどう活かすか」
あるいは「関大の課題をどう解決するか」
・・・のどちらか好きな方

それから、ディスカッションには司会や書記も
大事な役割を担うことになります。
プリント「司会の役割」と「書記の役割」も
参照のこと・・・

以上をテーマにまず個人でシートを
作成してもらい、それについてグループで
質疑応答のワークをしてもらいます。

15

16

次に、7分程度で自分の挙げた「関大の長所」
「課題」を使って、シートの作成例を参考に
しながら、シートを埋めてみて下さい。
（根拠の箇所は4つありますが、できる範囲で
構いません。2つ以上がベター）

まずは、1分程度で「関大の長所」「課題」を
思いつく限りで挙げてみましょう（ブレスト
シートに記入）。

それでは、2分使ってやってみて下さい。

それでは、8分で作ってみて下さい。

17

18
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最後に、自分の作ったシートについて、
どんな質問がくるかざっと予想し、質疑応答に
備えておきます（質問・反論予想シートに記
入）。自分があとでみて分かればいいので、
簡単なキーワード程度でＯＫです。

1.
2.
3.

グループワークの流れ
自己紹介 10分 （ブレスト1分→一人ずつ2分程度）
司会・書記・メモ係の役割解説→役割決定 5分
グループプレゼンと質疑応答 45分



司会の段取りにしたがって、1人2分程度で自分の作成した
シートに沿ってプレゼン
質疑応答 5分～8分






それでは、2分で作ってみて下さい。





回答が難しい質問には「今は答えられない」でもＯＫ！
メモ係は、質疑の内容を付箋に書く



質問と回答のシートの色は変える



シートのどの部分への質問・回答なのか分かるように矢印も記入

質疑終了後、メモ係は付箋をプレゼンターに渡す
プレゼンターは、付箋をシートに貼る
発表者以外のメンバーは、発表者へのコメントを付箋に記入し、
発表者に渡す（発表者はシートの左下隅に貼って下さい）

以上のステップを人数分繰り返す

19

20

こんな感じになります

おつかれさまでした！

最後に、簡単なアンケートにご協力いただければ幸いです。
21

22
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グループワークの段取り（司会用）
1. 自己紹介 10 分
 ブレスト（シート作成と自己紹介の準備）：1 分
 自己紹介：1 人 2 分程度×人数
 質疑応答：一人に対して全体で二つまで

2. 司会・書記・メモ係の役割決定

5分

 司会と書記の役割解説（教員より）
 各グループごとに司会を決定
 「メモ係」は、プレゼンが終わった人が順番に行って下さい（今回プレゼンをした人→次
の人がプレゼンをするときにメモ係、という風に）

3. グループプレゼンと質疑応答

35 分

 司会の段取りにしたがって、1 人 2 分程度で自分の作成したシートに沿ってプレゼン ：2
分
 質疑応答：5 分～8 分
 「質疑応答のノウハウ」を思いだそう。まずは「内側からミクロ」
 プレゼンターは、もし質問に対して回答が難しい場合には、「今は答えられない」
でも OK！
 メモ係は、書記の板書を確認しながら、
「質問」と「回答」を付箋にメモる
 質問ひとつに付箋一枚、回答一つに付箋一枚を使うこと
 質問と回答の付箋の色は分けること
 メモは、キーワード的なものだけで OK（丁寧に書く時間はないので）
 まとめと振り返り：2 分
【メモ係】
 メモ係はプレゼンターに、付箋を渡す
 プレゼンターは、付箋を自分のシートに貼る。シートのどの部分への質問・回答
なのか分かるように矢印も記入
 発表者以外のメンバーは、発表者へのコメントを付箋に記入し、発表者に渡す（発
表者はシートの左下隅に貼って下さい）
 以上のステップ（プレゼン→質疑応答→まとめと振り返り：これらを 1 クールとして、
だいたい 15 分でまとめよう）を人数分繰り返す
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メンバーからのコメント

本論（=論証）
（主張+根拠+質疑応答[=枠内の付箋]の全て）

根拠（理由・証拠）

根拠（理由・証拠）

結論
（答えの意義）

主張（＝問いへの答え）

序論
（問いとその意義）

※ 議論を構成するパーツ ※

」

結論…「答え」の意義（その「答え」がでた結果どうなるか、どういう課題が残るか）

反論への備え…主張・根拠、およびそれらの説明に対して予想される反論に対する再反論

主張・根拠の説明…主張や根拠が抽象的で分かりにくい場合に、わかりやすく伝えるための具体例や言い換え

示す証拠となる具体例

根拠…「なぜなら…」で始まるような、なぜその主張が正しいかを述べる理由や、主張が実際に正しいことを

主張…第三者が客観的に真偽を問えるものがよい

本論…「問い」に対する答え（＝主張）と、その答えの根拠（理由や証拠）、主張・根拠の説明、反論への備え

問い…あるテーマに関して、まだ明確な回答のない課題・疑問・質問

序論…「問い」と、その「問い」の背景（なぜその問いを問うのか、その必要性と重要性）

根拠（理由・証拠）

根拠（理由・証拠）

テーマ 「
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本論（=論証）
（主張+根拠+質疑応答[=枠内の付箋]の全て）

参考例

根拠（理由・証拠）

根拠（理由・証拠）

はないか。

なり、また大学の特色にもなるので

関西大学にとっても、いい宣伝に

主張（＝問いへの答え）

か、といった課題も考えなければならない。

があるだろう。また、資金やリスクを誰がどう分担する

性を高めるには、さらには地域への利益も考える必要

関大にとって、また学生にとっても利益がある。より実現

関大通りの開いた店舗を関大が借り上げることは、

結論
（答えの意義）

連携して店舗を経営してはどうか。

関大通りの空いた店舗を関大が借り上げ、学生と関大で

か。

とっても益のあるような仕方で活用できないだろう

激しく、安定していないので、それをなんとか学生に

れを活かしたい。関大前通りの店舗は入れ替わりも

関大前通りは全国でも有数の学生街である。こ

序論
（問いとその意義）

根拠（理由・証拠）

※ 議論を構成するパーツ ※

関大前通りの商店街を活かしたよりよい関大作り

」

結論…「答え」の意義（その「答え」がでた結果どうなるか、どういう課題が残るか）

反論への備え…主張・根拠、およびそれらの説明に対して予想される反論に対する再反論

主張・根拠の説明…主張や根拠が抽象的で分かりにくい場合に、わかりやすく伝えるための具体例や言い換え

示す証拠となる具体例

根拠…「なぜなら…」で始まるような、なぜその主張が正しいかを述べる理由や、主張が実際に正しいことを

主張…第三者が客観的に真偽を問えるものがよい

本論…「問い」に対する答え（＝主張）と、その答えの根拠（理由や証拠）、主張・根拠の説明、反論への備え

問い…あるテーマに関して、まだ明確な回答のない課題・疑問・質問

序論…「問い」と、その「問い」の背景（なぜその問いを問うのか、その必要性と重要性）

実性も高い。

彼らの力を借りることができれば現

ジメントを専門とする教員も多い。

関大には商学部があるし、マネ

る。

の貴重な経験も得ることができ

なるし、学生にとってのマネジメント

学生の主体性を引き出すことに

根拠（理由・証拠）

テーマ 「

2011 年 11 月 21 日
ワークショップ「ワンランク上のライティングへ」

自己紹介作成シート
グループワークを始めるにあたって２分以内の短い自己紹介をグループ内で行っていただきます。以下の【手順１】～
【手順３】に従って自己紹介の内容を検討してください。

【手順１】．下記の“自己紹介テーマ一覧”から、テーマを２つ選ぶ。
（選びたいテーマがない場合は、“１９．その他”を選び、自由にテーマを設定してもかまいません。）
■自己紹介テーマ一覧■
1. 成功談

11. 自分の性格は？

2. 失敗談

12. 好きなもの、好きなこと

3. 今、気になっていること

13. 特技・得意

4. 今、疑問に思うこと

14. 趣味

5. 好きな異性のタイプ

15. お金がたくさんあったらやりたいこと

6. 他人と違うところ

16. 現在の悩み

7. 自分のセールスポイント

17. 座右の銘

8. 高校時代、何をしましたか？

18. 今年の年末年始にしたいこと

9. これまでの大学生活を色に例えると

19．その他（

自由に設定してください

）

10. 行ってみたい場所・好きな場所

【手順２】手順１で選択したそれぞれのテーマについて、選択したテーマに丸印を付け、話す内容に関す
るキーワードを以下に書き出して下さい。
▼一つ目に選択したテーマのキーワード
【

▼二つ目に選択したテーマのキーワード
【

【手順３】手順２を踏まえ、話す内容を以下にメモ等しながら、自己紹介が２分以内におさまるように検討
してみてください。
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質問・反論予想シート

自分が作ったシートについて、どんな質問・反論がありうるか、予想してみてください。
予想にあたっては、自分の主張をできるだけ「他者の視点」からとらえ直してみようとしてください。
「他者」はいろいろです。さまざまな立場や背景を持った他者（たち）を具体的にイメージしながら、


自分の主張がその人にはどう写るか（基本的に、自分の言いたいことが）



そもそも理解してもらえるかどうか（誤解があるとしたらどんな誤解か）



その人だったらどう言うか

等について考えてみてください。質問や反論を予想するときには、「自分の意見を守ろう、自分の意見をわかってもら
おう」とは考えず、本気で自分の主張を客観視してください。自分の側ではなく、本気で質問者・反論者側にたって
みることが大事です。

【質問】

【回答】

【反論】

【再反論】
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ブレスト（ブレイン・ストーミング）シート

関大の長所と課題について、思いつくものをメモしてみて下さい。どんなものでも構いません。
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2011 年 11 月 21 日
ワークショップ「ワンランク上のライティングへ」

グループワークにおける司会の役割について
■■ 重要 ■■
司会はリーダーではなく、意見を引き出し調整する役目です。
（自分の意見を述べたりグループの方向性や意見を決定をする役目ではない）

１．議論の方向付け
１）議論の目的を確認（整理して明確に）する


①テーマは何で、②何を話し合わなければならないのかについて（目的）
、始めに確認すること。



メンバー全員が「今から何をすれば（話しあえば）いいのか」がわかるように確認する。

２）“どうやったら終わりになるのか”の条件をあらかじめ明示しておく。


時間が来たら強制的に終わるのか？



○○に関する結論が出るまで続ける？

２．聞き役に徹する
１）積極的に意見を述べることを控える
２）話し手の顔を見る（ただし凝視しない）
３）メンバーの発言中は、あいづち・うなずきを行う。


「私は聞いています」ということを明確に示す

４）相手の発言が終わったら、「なるほど」・「そうですか」・「つまり…ということですね」などの受け止め
る発言ができるとベター


議論が盛り上がってきたらあまりこのへんはいらなくなる

５）笑顔


やはり聞き手は安心します

６）質問を促す


単に「質問はないですか」だとあんまり質問はでません…



相手の名前を言って「○○さん、何かありますか？」だとベター

３．メンバーの様子を見る
１）メンバー全員の表情をしっかりと観察する
２）けげんそうな顔をしているメンバーがいたら「○○さん、どうですか？」
「○○さん、どうしました？」
と声をかける（だいたい、何をしたらいいのか分からず当惑していることが多いです。作業内容や段取り
をしっかり確認しましょう！）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

以下はなかなか上級編です

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

４．決め方を決める
１）メンバーの意見がでそろってからが正念場。


異なる意見をすりあわせ、どのように合意形成に導くかが司会の役割です。

２）メンバーから意見を聞く前に“どうやって決めるかを予め決めておく”ことが重要


意見を聞き終えてから「決め方」を決めようとすると、特定の意見や特定のメンバーに有利な決め方になってしま
うことがあり、公平な決定ではなくなってしまうことがあります。
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2011 年 11 月 21 日
ワークショップ「ワンランク上のライティングへ」

グループワークにおける書記の役割
“ファシリテーション・グラフィック”（略称：ファシグラ）について

■■ 重要 ■■
メンバーの発言は“すべて書くぞ！！”という意気込みを持つこと。
書記の役割 ： 議論を“空中戦”から“地上戦”にすること。 （ ＝議論の“見える化” ）

０．開始前の確認
【議論が可能な環境になっているか確認する】
１）書記はホワイトボートの横に立つ（座る）


書くときは、体でホワイトボードを塞いだり、メンバーに背中を見せないよう工夫する。

２）メンバー全員がホワイトボードに向かって座っているかどうか確認する
【議論の“枠”をメンバーに明示する】
１）議論の目的をはっきりと書く


①テーマは何で、②何を話し合わなければならないのかについて（目的）
、始めに確認して書く。



メンバー全員が「今から何をすれば（話しあえば）いいのか」がわかるように冒頭にはっきりと書く。

２）議論の制限時間や終わり方をはっきりと書く


“何分間”で“何時”まで議論するのか

or ○○の結論が出るまで続ける 等

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１．基本的な書き方
１）メンバーの発言をホワイトボードにどんどん書きためるイメージでひたすら書く。
２）つぶやきも、しっかりとした大きな声での発言も、同じ字の大きさで書く。
３）漢字の間違えＯＫ、ひらがな・カタカナもＯＫ。“読める程度の殴り書き”のイメージで。


スピード重視でどんどん書く。

４）同じ発言は、繰り返し書かない。


ただし、「これと同じと考えていいですか？」と確認をしてから書くこと。

５）
“言葉じり”まで書く。


「○○かもしれない」・
「××らしい」・
「△△は□□？」→「かもしれない」・
「らしい」
・「？」まで書く。

６）誰の発言なのかわからないように書く。


共通のゴールを目指し発言しているものなので、発言は“誰の”ではなく“グループの”発言として扱うため。

７）不平や不満等のネガティブな発言も大切に書く。
８）わからない言葉・表現が出てきた場合は、発言者に質問・確認をしながら書く。


「○○って何ですか？」・
「これでいいですか？」・
「こんな感じでいいですか？」 等

２．司会者と協力しつつ、できる限りフレンドリーな場づくりを意識する。
１）発言を書き終えるたびに、その発言者の顔を（確認の意味を込めて）見るように心がける。
２）司会者とは頻繁に、アイコンタクトを交わすようにする。


１）２）ともに、その際は、できるかぎり「笑顔」を心がける。

1
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2011 年 11 月 21 日
ワークショップ「ワンランク上のライティングへ」

写真１ ファシグラのポジショニング

イーゼルを足で挟み込んで座ると
書きやすいです！

写真２ ファシグラの例：テーマ・制限時間・カタカナ表記・語尾のクエスチョンマークが明記されている。

2
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質疑応答のノウハウ
【（相手の議論の）内側からの質問】

基本的に、相手が述べた事柄・事実・議論だけを使って行う質問

〈ミクロレベル〉…相手が用いた語・句・文の意味を確認する

「～の意味はなんですか？」

「～がどういうことを言っているのか、具体例を挙げてもらえますか？」

「あなたの言う『おおよそ』とはどの程度のことでしょうか？」

「～については、具体的に 誰/ どういう人たち がやるのですか？」
〈ミドルレベル〉…個々の論証（主張と根拠のセット）や論証群が妥当かどうかを確認する

「この根拠からどうしてこの主張がでてくるのか、もう少し説明してもらえますか？」

「根拠として挙げた具体例の他に例はありますか？」

「根拠となっている具体例は適切ですか？特殊な例ではありませんか？」

「あなたが述べたこの根拠 A と、この根拠 B は矛盾していませんか？」
〈マクロレベル〉…本論（論証）全体を踏まえて、全体の構造がしっかりできているかどうかを確認する

「あなたが述べた 2 つの根拠のうち、一つはほとんど説明がされていませんが、なぜですか？」

「あなたがここで述べている論証（主張と根拠のセット）は、メインの主張と直接つながっていないよ
うですが、何のために述べているのですか？」
【（相手の議論の）外側からの質問】

相手が述べていない事柄・事実・議論を使って行う質問

〈ミクロレベル〉…相手が用いた語・句・文の意味を確認する

「あなたの言う『…』という言葉は、デカルトの言う『高邁の精神』に近い意味ですか？」

「あなたのメインの主張は、要するにウィトゲンシュタインが言う『語り得ぬものについては沈黙しな
ければならない』と反対の立場だと理解していいのですか？」
〈ミドルレベル〉…個々の論証（主張と根拠のセット）や論証群が妥当かどうかを確認する

「あなたのこの主張（ないし根拠）は、～のような状況でも成り立ちますか？」

「たとえば、～のようなことも、あなたの主張を支える具体例と考えていいですか？」

「この箇所の論証については、たとえば～のような反例（主張の根拠は全て認められるのに、主張その
ものが真とはならないような状況）が考えられるのではないでしょうか」

「あなたのこの主張からは、たとえば～のような帰結もでてくると考えていいですか？」
〈マクロレベル〉…本論（論証）全体を踏まえて、構造がしっかりできているかどうかを確認する

「あなたが述べた主張 A からは、～のような帰結がでてきますよね？そして、あなたが述べた別の主張
B からは、…のような帰結が出てきますよね？しかし、～と…は矛盾するのではないですか？」

議論全体からして、あなたの基本的な立場では…についてはどういう説明ができますか？
※

反例の例
「A 子が B 男を高速で疾走する車から蹴落としたんだ。
病院に搬送されたときには B 男はもう死んでいた。
だから A 子が B 男を殺したんだ」
「いや、A 子が B 男を蹴落とす前に、B 男はもうすでに死んでいたのかもしれな
い。A 子が B 男を殺したとは限らないぜ。死因をよく調べた方がいい」

質疑応答の心得






質問するには勇気がいります。こんなことを聞いたらアホだと思われるかも？という不安を感じるのは、た
ぶんみんな同じ。でも、
「分からないから聞く」だけでなく、
「もっと知りたいから聞く」つもりで積極的に。
【内側からの質問】の〈ミクロレベル〉には、予備知識も何も必要ないので簡単！ いきなり「何か質問は
ないですか？」と聞かれても、これからいつでもできるはず。でもこればかりだと議論が広がりにくい。
【外側からの質問】をするには、テーマに関する前提知識が必要なので、ちょっとレベルが高い。いきなり
やると場が凍ったりして、非協力的に見える恐れがあるが、議論が暖まってから行うと、議論が広がる。
【内側からの質問】のミクロとミドルは、要するに「もっと具体的に述べて下さい」ということ。こういう
質問がたくさん出るときは、議論の抽象度が高すぎる恐れがある。具体化を心がけよう。
「もっと具体的に」という質問は、言う方は簡単だが答える方は大変！できれば、質問者も一緒になって具
体例を考えてあげよう。質問をするということは、攻撃するということではなく、協力するということなの
だ、と考えるといいかもしれません。質問がなんにもないと寂しいものですしね。
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質疑応答の「ミクロ」「ミドル」「マクロ」って何だ？
ミクロレベル

個々の文や、その文の中の語・句に
ついて問う
ex.) A の例を挙げて下さい

A

ミドルレベル

A
G
B

F

C
E

個々の論証の妥当性について問う
ex.) G から F はでてくくるの？
A から B には反例があるよ
B は C の例になっていますか？
D から E はでてきますか？

D

マクロレベル

全体を踏まえた上で、その構造につい
て問う
ex.) A は全体と関係ないんじゃ？
B にだけ異様にたくさんの例が
挙げられているけど、バランス
悪いんじゃない？

B
A

※ ミドルとマクロは、そんなに区別する必要はありません
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イ）研修等
（１）ファシリテーション研修（学内実施）
以下に、全ＬＡを対象として実施した“勤務開始前の悉皆研修”の概要について記述する。なお、実
施時期は 2011 年 9 月であり、秋学期開始直前に学内にて行われた。

①

研修の背景

１）これまでの“勤務開始前の悉皆研修”とのちがい
本稿で取り上げるこの研修会が、これまでの研修との大きく異なった点としては 2 点あげられる。
1 点目としては、この研修は、従来のように外部講師を招いての研修ではなく、本取り組みのスタッ
フ（教員・職員・ＡＳ）の協同のもとで準備・実施された研修であった点が挙げられる。そして、2 点
目としては、この研修のデザインは、本取り組み開始当初より蓄積されてきたＬＡの勤務実態に関する
調査の結果（3.1.1.2 LA の業務分析からみる業務の特徴）を基になされたものであるという点が挙げ
られる。
これらは、学期開始前の悉皆研修が、よりＬＡの日常業務に資するものとなることを意図したためで
ある。
２）ＬＡの日常をよく知る研修デザイナー
なお、この研修をデザインし、当日のメインファシリテーターを勤めたＡＳについても少し触れてお
きたい。
このＡＳは、本取り組みの当初から２年目までは、ＬＡを使った授業の観察やＬＡや教員対象のイン
タビュー調査を行う等、観察者として携わり、3 年目にはＬＡを用いた授業を担当し自らが参与する形
で携わったという背景を持つ。つまりこれは、研修デザイナー自身が、ＬＡについての継続的な観察期
間を経た後に、ＬＡを活用した授業運営を経験したということを意味する。よって、このような二つの
異なる経験から得た観察と、本取り組みにおける他のスタッフ（教員・職員・他のＡＳ）とＬＡについ
て日常的に対話を行うことで得られた見解をもとに、このＡＳは研修をデザインしたといえる。
このような背景を持つＡＳを研修デザイナーに起用したという点においても、１）で記述したように、
よりＬＡの日常業務に資する研修をめざすというねらいの明確さを垣間見ることができよう。
３）参加者としてのＬＡをどのようにとらえるか
研修を“よりＬＡの日常業務に資するもの”とするためには、まずは参加者であるＬＡの業務の特性
を明確にしておく必要がある。
ＬＡの業務調査の結果（3.1.1.2 LA の業務分析からみる業務の特徴）より、ＬＡの業務の実態とし
ては、何か定型化されたパターンがあるわけではなく、非常に多様な業務スタイルとなっているという
ことが明確になった。そして、ＬＡの業務はハプニングがつきものの授業という“現場”であるという
点も踏まえるならば、共通した“スキル”も見出しにくく定型的なマニュアルの作成が困難である業務
であるといえよう。
以上のような業務の特性を持つことから、ＬＡが日常的に業務を遂行する際に資する研修は、何か具
体的なスキルをトレーニングするようなものよりも、自ら考え、勇気を持って選択を行いつつ行動でき
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る、つまり、自律的に行動することが可能となるような“姿勢・ふるまい”や“思考過程”について体
験できるようなワークショップ型の研修が必要であろうという結論に至った。
さて、上記のように自律的な“姿勢・ふるまい”や“思考過程”を行うことによって、ハプニングの
多い現場で、マニュアルも無い状態で業務にあたる専門職を、
“反省的実践家”
（佐藤、2010）としてと
らえるむきがある。確かにＬＡの業務内容は、何らかの専門に特化したものではない。しかし、授業と
．．
．．．．．．． ．．．．．．．
．．．
いう現場に受講生や教員とともに身を置き、行為の中の省察という実践的認識論を基礎として、経験に
．．．
．．．．．．．．．．．．．．．
基づく見識と幅広い知見に基づいてマニュアルなき多様な業務と格闘しているという点では、佐藤の言
うところの“反省的実践家”に重なる部分も多い。
よって研修のプログラムデザインの際には、ＬＡが反省的実践家として業務に当たる上で必要となる、
自らの経験を省察するための“学びの流れ”について体験できるようなアクティビティをプログラムの中
に埋め込むこととした。
また、マニュアルの無い状況で、思考し判断し続けなければならないＬＡの状況を支援するためには、
ある程度整理された知識も必要であろうと考え、それらの知識の提供を行うような時間についても研修
に組み込むことにした。なお、その知識としては、ＬＡがなぜ設置されるに至ったかという経緯につい
ての理解や、関西大学という組織の中での位置づけ、ＧＰという取り組みの目的とＬＡに求められてい
るミッション等があげられる。

②

研修のねらい

研修のねらいとしては、上記（１）の内容を踏まえ、以下の表１とした。
表１

研修のねらい

【研修のねらい】
１．ＬＡの関西大学における位置づけ設置経緯・背景についての理解の形成
２．ＬＡの職務内容（職務内容の多様性・熟達化のプロセス・授業という営みの“特殊性”等）に
ついての理解の形成
３．「反省的実践家」として業務にあたるために必要な学びの「流れ」の体験
４．ＬＡ-ＬＡ間、ＬＡ-スタッフ間の顔合わせ（ラポール形成）
５．基礎的なファシリテーションスキルの体験

③

研修の概要

以下表２に研修の概要を示す。なお、表２の“７．プログラム”に関してのより詳細な内容としては、
後掲する資料１を参照されたし。
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表２

研修プログラムの概要

１．名称

2011 年度秋学期ＬＡ研修会

２．日時

2011 年 9 月 16 日（金）10：00 ～17：00（昼休憩 60 分間含む）

３．場所

学内の教室を使用（ＡＶ教卓あり・可動式の机と椅子が設置されている）

４．対象

2011 年度秋学期に勤務するすべてのＬＡ

５．スタッフ

教員 1 名、職員 2 名、ＡＳ2 名（うち 1 名はメインファシリテーター）

６．当日参加者

ＬＡ42 名、スタディスキルゼミ担当教員 4 名（オブザーバー参加）

７．プログラム

≪午前の部≫
１．10：00~10：05（05 分）【全体】あいさつ
２．10：05~10：45（40 分）【全体】レクチャ（１）（受講 15 分＋作業 5 分×２）
３．10：45~11：25（40 分）【全体】レクチャ（２）（受講 15 分＋作業 5 分×２）
４．11：25~11：35（10 分）【全体】勤務について
５．11：35~11：45（10 分）【全体】学びの場づくり体験（会場設営）

■11：45~12：45（60 分）休憩→グループ発表は休憩後に

≪午後の部≫
１．12：45~13：05（20 分）【全体】ミニ講義（１）
２．13：05~14：05（60 分）【グループワーク】“自己紹介”ワーク

■14：05~14：15（10 分）休憩

３．14：15~14：30（15 分）【全体】ミニ講義（２）
４．14：30~16：00（90 分）【グループワーク】“ディスカッション”ワーク
５．16：00~16：05（5 分）【全体】まとめ・あいさつ
６．16：05~16：15（10 分）【全体】片付け（予定）

■16：15~16：25（10 分）【全体】移動

≪懇親会≫
１．16：25~17：00（35 分）【全体】懇親会・解散
＊17：00 以降はフリータイム

１）午前の部
午前の部（写真１）においては、上述した（２）研修のねらいの１．２．に関する理解の形成のため
に、15 分程度の短い講義を４テーマ行った。その際、1 テーマについて講義が終わる度に、ＬＡにはそ
の内容についての見解をワークシートに書き出す形での個人作業が求められる。そして、これらの 4 枚
のワークシートは、午後のグループワークの討議の際に使用する。なお、この午前の部の講義において
取り扱ったテーマは以下の 4 テーマである。
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まず 1 テーマ目としては、“ＬＡ設置の背景”をテーマとし、ＬＡの受講生理解を深めることを目的
とした。これはつまり、大学生の学びを取り巻く構造上の問題（中高までの学びと大学での学びの断絶
等）について解説を行うことによって、ＬＡが安易な受講生批判に終始することのないようにという配
慮から設定したものである。
2 テーマ目としては、
“ＬＡを雇用しているシステムについての理解”をテーマとした。最初に関西大
学の組織図を俯瞰することからはじめ、ＬＡが大学組織においてどの部署に位置するものなのかを知り、
次にＧＰとはどのようなものなのかという本取り組みについての解説を行った。これは、大学組織や本
取り組みの中におけるＬＡの立ち位置を明確化するものであり、これを理解することがＬＡに責任感や
自覚を促すことにつながると考えたためである。
３テーマ目としては、“教師の信念と授業デザインの関係”について取り扱った。これは、ＬＡの教
員理解を深めることを目的としたものである。これは以下 2 点の配慮から設定されたテーマである。ま
ず 1 点目としては、授業という複雑な営みの構造を理解することで、ＬＡが安易な教員批判に終始する
ことのないようにという配慮からである。これは、同科目ではあるが担当教員が異なる授業に勤務する
ＬＡが、あまりの業務内容の差異に混乱をきたすというような事態を回避するためである。2 点目とし
ては、教員が授業デザインを行う際に、ＬＡがいかに心強く頼もしい存在であるかということについて
伝えるためである。これは、十二分に業務を果たしているにも関わらず、職務を遂行できているかどう
かについての不安を拭い去れないＬＡへの配慮として設定した。
4 テーマ目としては、
“反省的実践家”とは何かについて取り扱った。どのようにすれば業務を省察し
自己研鑽を行えるのかについてのヒントになるようにと提案を行った。これは、ＬＡとして日々何らか
の形で研鑽を積みたい、しかしその方法がわからないというＬＡの声を反映したテーマ設定であった。
そしてまた、ＬＡに業務の一環として課している“ＬＡリフレクションペーパー”の作成の理由や、公
式・自主を問わず定期的に研修会への参加を促している根拠を提示したいというねらいもあった。
以上が午前中に取り扱った 4 テーマの概要である。この午前の部を通じて、ＬＡが求められているミ
ッション等についての理解形成をねらい、“ＬＡ”というアイデンティティを彼らが醸成するに資する
ものとなるよう期待した。
なお、午前の部で用いたスライドに関しては資料２を、テーマごとに用いたワークシートに関しては
資料３を参照されたし。
２）午後の部
午後の部（写真２）は、午前の部に作成した４つのテーマに関する見解を持ち寄り、意見共有型のグ
ループワークを行った。
グループワークのための場づくり体験（机や椅子、備品の効果的な配置の体験等）に始まり、ファシ
リテーションに必要な質問スキルやファシリテーショングラフィックに関するスキルを体験し午前に
作成したワークシートの共有を行うグループワークを実施した。
このグループワークを通じて、ＬＡは業務に必要となる基礎的なファシリテーションスキルを体験す
るだけでなく、他のＬＡやスタッフ（教員・職員・ＡＳ）との懇親を深めることも意図した。
なお、グループ編成の際には、新規採用のＬＡとすでに経験を積んだＬＡが、同じグループになるよ
うに配慮した。これは新規採用のＬＡが、すでに経験を積んだＬＡとグループワークを行う中で、先輩
のＬＡたちが業務の中で形成してきた“知恵”や“工夫”を吸収するだけでなく、先輩たちのもつ“ハ
ビトゥス”のようなものに触れることについても
意図したためである。
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３）“ふりかえりサイクル”を体験可能な研修プログラム
実は、この研修のプログラムの流れそのものが、反省的実践家として業務にあたるために重要となる「業
務をふりかえりながら自分なりに深めていくサイクル」について体験することをねらいとしている。
この“ふりかえりサイクル”とは以下①～⑤のサイクルを何度も何度も回していくことである。つま
り、自らの行為（体験）について、①まずは思考の中で切り分けて整理し、次に②言語化し（ふりかえ
り）、それについて③同僚ＬＡや教員と共有し、そして③を通じて④自らの行為を相対化し、⑤次の業
務を改善していく、というサイクルである。
つまり、この研修では、上記①～⑤のようなサイクルを何度も繰り返すために必要な、くどさや粘り
強さについても体験できるプログラムになっているのである。
この①～⑤のサイクルを実際の研修プログラムに対応させるならば、以下となる（表３）。
なお、表３の【①】～【⑤】については上述した①～⑤に対応している。また表中の矢印はこのサイク
ルの流れを表すものである。
表３

午後の部のプログラムにみるＬＡの“ふりかえりサイクル”体験

活動の流れ

内容

講義１：ファシリテーターの役割

“整理する”
“つなげる”

体験１：自己紹介ワーク

グループワークにおける役割分担
を体験

ＬＡの活動
知識獲得

体験
→ふりかえり【①②】
→共有【③④】

講義２：ファシリテーターの役割

体験２：意見共有型ワーク

“整理する”“つなげる” “引き
出す”

知識獲得

テーマ『なぜ関大の初年次教育科

体験（午前の部で作成した 4

目に LA が必要で、LA はどういう

枚のワークシート使用）

ことをすればよいのか』

→共有【③④⑤】

・午前中に作成したふりかえりシ

→ふりかえり【①②】

ートをもとに共有
・グループワークにおける役割分
担を体験
体験３：プログラム全体ふりかえ

ふりかえり【①②】

り・共有

→共有【③④⑤】

また、この午後の部のグループワークを体験することにより、一人では達成困難なことであっても、
ピアなら可能であるというグループワークの効能についても体験してもらいたいという非常に素朴な
ねらいもあった。
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④

研修を終えて

午前・午後の部を通じて、非常に熱心にＬＡたちは参加していた。午後の部にいたっては、すでに経
験を積んだＬＡが新規ＬＡを見守りつつフォローしたり、時には積極的にリードする姿が見られ、リラ
ックスした雰囲気の中にも真剣に対話を重ねていく姿が見られた。
研修終了後のＬＡのふりかえりの記述を見ていくと「これから（ＬＡの業務に）どのように取り組め
ばよいのか見えてきた」等、おおむね好感をもって受け止められたことを示す記述が多く見られた。新
規採用のＬＡからも「先輩方と作業をする中で、ＬＡの仕事について少しわかってきたような気がする」
という声も見られた。
また、3 期以上の勤務経験を持つＬＡからは「私のＬＡとしての仕事はこれでよかったのだと思えて
とても安心しました」というような、自らのこれまでの勤務のスタイルを振り返って安堵するというよ
うな記述がみられた。
しかし、この研修に有用性を認める声ばかりでなく、新規ＬＡの中には研修の意味を見いだせず、ア
クティビティに前向きに取り組めない者も見られた。また、すでに経験を積んだＬＡの中にも「特にＬ
Ａとしての勤務の役に立ったとは思わないが、今後社会に出た際に必要なスキルだと感じた」という記
述も見られた。以下、今回の研修の限界性を検討するために上記の記述についてみていくこととする。
そうすることで、今後の研修のあり方について模索が可能となると考えるためである。
前者の新規ＬＡの参加しづらさに関しては、今回の研修があまりにもこれまで勤務してきたＬＡから
の悩みや戸惑いに基づいてデザインされたものであったことによるものであると推測する。つまり、１
期目や２期目からこれまでの間、継続的に勤務してきたＬＡは、“ＬＡ”という全く新しい学習支援者
像を、本取り組みのスタッフや授業担当の教員とともに作り上げてきた側面がある。言ってみれば“０
を１にする”ことの難しさに悩み戸惑ってきたＬＡであると言えよう。しかし、本取り組みが開始して
から 5 期目を迎えるこの時期に採用された新規ＬＡにとっては、“ＬＡ”という学習支援者は授業に存
在することが当然のことであって、“ＬＡとはいったい何者なのか”という問いはもうすでに無用な問
いとなっていることが考えられる。
また、後者の、すでに経験を積んだＬＡの研修に対する不足感に関してみていくと、このような物足
りなさについて言及したＬＡの日常的な業務が、“ＬＡ”というよりも、大学院生の“ＴＡ”とほぼ同
内容のより高度なものであるということがわかった。このことから、非常に基礎的なスキルを取り扱っ
た今回の研修に物足りなさを感じることは、至極当然のことだと考えられる。
今後のＬＡ対象の悉皆研修をデザインする際に押さえておきたい、以上 2 点から受ける示唆としては、
ＬＡという組織がすでに草創期を終え、安定的な“セカンドステージ”にさしかかっているということ
を視野におさめる必要があるのではないかという点である。そのためには、日常的にＬＡの運営に携わ
っているスタッフが、よりＬＡの日常業務に即した研修をデザインし、ＬＡとしてのアイデンティティ
の構築に資することを目指すよりも、ＬＡが知らぬ間にとらわれている“ＬＡはこうでなければならぬ”
というような固定概念に揺さぶりをかけることを目的とする研修を、たとえば、まったく新しい概念に
基づくスキルについての研修を、外部講師に委託することが必要であるかもしれない。これならば、
“Ｔ
Ａ”と何ら変わらないような業務にあたっているＬＡにも良い刺激となるであろう。これはＬＡが“セ
カンドステージ”に到達したのならば、今後は“停滞”
“拘泥”
“マンネリ”といった態度を打ち破るた
めのしかけづくりを心掛ける必要があろうと考えるためである。“プロ化”しつつあるＬＡの“マンネ
リ”を払拭し、新しい視座を提供するような研修を今後は模索すべきかもしれない。
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写真１

午前の部の様子

写真２

【参考文献】
佐藤学（2010）教育の方法、左右社

－74－
74

午後の部の様子

資料１

研修の詳細
2011/09/15

文責：ＡＳ齋尾
ＬＡ向けファシリテーション研修について（最終）
１．日時：9 月 16 日（金）１０：００~１７：００
２．場所：第２学舎Ｃ－３０１
３．参加者：39 名（新規ＬＡ１5 名、経験ＬＡ24 名）
＊遅刻 2 名
＊早退 1 名
４．スタッフ：教員 1 名、職員 2 名、ＡＳ2 名
５．ねらい
１）ＬＡの関西大学における位置づけ設置経緯・背景についての理解
２）ＬＡの職務内容についての理解（職務内容の多様性・熟達化のプロセス等）
３）ＬＡ間、ＬＡとスタッフ間の顔合わせ
４）ファシリテーション・スキルの体験
６．準備物
■配付資料にはすべて 2 穴でパンチを行う
■準備物の数
・個人用：３９名+予備６＝４５名分
・グループ作業用：１０班+予備１＝１１セット
１）資料関係
【受付配付資料等】
・紙フラットファイル

参加者分

・出欠確認用名簿
・会場誘導指示（学舎の前に出す？）
【事務手続き関係資料】
・リフレクションペーパー記入見本（2 例）
・リフレクションペーパーのチェックシート
・リフレクションペーパー提出の流れ
・リフレクションペーパーそのもの
・「ＬＡとして活躍していくみなさんへのお願い」
【研修内に適宜配付する資料】
＜すでにあるもの＞
・ＧＰのパンフレット

参加者数分
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・全学共通教育のパンフレット

参加者数分

・センターニュース（３・５・６号）

参加者分

<作成するもの>
・本日の流れ
・レクチャ（１）・（２）ハンドアウト
・午後ディスカッション用準備ワークシート（１）（２）
（３）（４）
・グループ編成一覧表
・ミニ講義（１）ハンドアウト
・司会の心得
・自己紹介ワーク段取り指示書
・自己紹介作成用ワークシート
・自己紹介ワークふりかえりワークシート
・ミニ講義（２）ハンドアウト
・書記の心得
・接続詞一覧
・ディスカッションワークの段取り指示書
・ディスカッションワークのふりかえりワークシート
・背表紙・表紙タイトル（テプラシール）×人数分
２）作業用道具関係
・タイマー
・ポスカ（中・大）
・自己紹介ワーク名札作成用

Ａ４用紙×人数分＝45 枚

・ホワイトボード
・イーゼル
・ホワイトボードペン+イレイサー一式
・ディスカッションワーク

紙芝居用Ａ４用紙（一人につき 5 枚）×４名×10 班＝200 枚

・クリアファイル×2×1１班＝２２冊
・全てをまとめる透明バッグ×１１
３）設備機材関係
・ＡＶ教卓
・ノートＰＣ
・マウス
・エクステンションコード

・デジタルカメラ（センター用以外に何台か）
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７．当日の流れ（前日準備も含む）
☆9 月 15 日
≪準備≫
・最終確認ミーティング
・準備
☆9 月 16 日
≪受付≫
・9：30~

職員 1 名

≪午前の部≫
１．10：00~10：05（05 分）【全体】あいさつ
２．10：05~10：45（40 分）【全体】レクチャ（１）（30 分）＋ワークシート（5 分×２）
３．10：45~11：25（40 分）【全体】レクチャ（２）（30 分）＋ワークシート（5 分×２）
４．11：25~11：35（10 分）【全体】勤務について（職員より）
５．11：35~11：45（10 分）【全体】会場設営
■11：45~12：45（60 分）休憩→グループ発表は休憩後に
≪午後の部≫
１．12：45~13：05（20 分）【全体】ミニ講義（１）
２．13：05~14：05（60 分）【ＧＷ】自己紹介ワーク
■14：05~14：15（10 分）休憩
３．14：15~14：30（15 分）【全体】ミニ講義（２）
４．14：30~15：45（105 分）【ＧＷ】ディスカッションワーク
５．15：45~15：50（5 分）【全体】まとめ
６．15：50~15：55（2 分）【全体】あいさつ
７．15：55~16：05（10 分）【全体】現状復帰
■16：05~16：10（5 分）【全体】移動
≪懇親会≫
１．16：10~17：00（50 分）【全体】懇親会チルコロにて
＊ＬＡ通信やＬＡ合宿の呼びかけ等、こちらで行う。

－77－
76

８．研修の内容
≪午前の部≫
１．あいさつ（教員）
２．レクチャ（１）関西大学におけるＬＡとは【40 分（講義 30 分＋作業 5 分×２回）】
０）簡単な自己紹介（ＡＳ）
１）ＬＡの所属する組織
・関西大学教育開発支援センター（組織図・センターニュース等）
２）ＬＡの入る授業
・基本的には全学共通教育科目スタディスキルゼミ、その他（知ナヴィ等）あり（全学共
通教育のパンフ・文学部のパンフ）
３）ＬＡ設置の背景
・中等教育の学びから高等教育へ学びの接続問題
・関西大学の学生の多様化の問題
ステップ１）どういうところに今の受講生の課題があるか（5 分）
自分が受講してみてどのような課題があったか（全ての講義形態においてで OK

）

４）ＬＡ設置の経緯
＊ＡＳ→教員（アクティブ・ラーニングについて）
・文部科学省「平成 21 年度大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログラム」三者
協働型アクティブ・ラーニングの展開－学生の「考動力」育成をめざして－
ステップ２）１）をよくするにはどうしたらいいのか・どういう授業がいいのか（5 分）
（「よくする」というのも自分の判断で書いてください

）

３．レクチャ（２）ＬＡという仕事【40 分（講義 30 分＋作業 5 分×２回）】
１）多様であるということ（人数・学部学科・学年・男女比・キャリア）
・春学期リフレクションペーパーより（4 週間分を抽出）円グラフ
・教師の信念と授業デザインの関わり（吉崎モデル）
・大学における“初年次教育”という、まだ確立されていない新しい授業科目群
２）ファシリテーターという役割
・ファシリテーターとは
・何をファシリテーとしているのか。
例：受講生と教員・受講生と受講生・受講生と大学の学び・教員と教員・ＬＡと教
員
＝ロジカルリスニングが大切
３）みなさんの“あたりまえ”は多くの受講生の“当たり前”ではない
・ラーニングモデルとはどういうことなのか
ステップ３）２）のためには、ＬＡは何をすればよいのか。何ができるのか。また、
何がしたいですか
（ねらい：主体的に仕事をしてほしい。自分がどうなりたいのかのヴィションをもっ
てほしい。それはそこにむけて努力する姿が受講生のモデルになるから。）

４）反省的（省察的）実践家としての熟達モデル
＊マニュアルのない仕事を作り上げていくということ
・リフレクションペーパーの意味（省察の必要性）
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・ＬＡ主催の研修の意味（同僚性）
・ＬＡ間の情報共有の意味（同僚性）
ステップ４）３）のようなことができるＬＡになるにはどういうことをすればよいので
しょうか。どのようなことを心がければよいのでしょうか。

４．勤務について（10 分）職員より
・事務手続きについての説明
・『ＬＡとして活躍していくみなさんへのお願い』配付
・リフレクションペーパー関係（チェックシート・提出の流れ・記入例 2 例）
５．会場設営（10 分）
・学びの環境づくり体験
・机・椅子の設定
・イーゼル・ホワイトボードの設営
・小道具の配置
■11：45~12：45（60 分）昼休憩
≪午後の部≫
１．12：45~13：05（20 分）【全体】ミニ講義（１）
・司会の役割
・質問の仕方・聞き方
２．13：05~14：05（60 分）【ＧＷ】自己紹介ワーク
０）準備（5 分）13：05~13：10
・段取り解説（3 分）
・司会・タイムキーパー設定（1 分）
・名札作成（1 分）
１）自己紹介内容作成（5 分）13：10~13：15
２）自己紹介する×4 名（2 分＋6 分×4 人＝32 分）13：15~13：50
・一人づつ、つないで深めるための質問リレーを行う（ただ広がるのでない深める質問
を行う）
※これとは逆に「切る」場合も必要だと言い添える
３）個人ふりかえり
・ワークシート記入（5 分）13：50~13：55
ふりかえりシート「つないで深めるためにはどうすればよいのか」
ⅰ．自分が質問をするときに気をつけたこと
ⅱ．難しかったこと
ⅲ．うまいなあと思った質問
４）共有タイム（2 分×4 名＋α＝10 分）13：55~14：05
ⅳ．きづいたこと・盗みたいなと思ったこと等を聞きながらメモしてください。
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■14：05~14：15（10 分）休憩
３．14：15~14：30（15 分）【全体】ミニ講義（２）
・ロジカルリスニング
→書記（ファシリテーショングラフィック）
・議論を深めて・まとめる質問も使ってくださいね（司会のみならずメンバー全員で）
４．14：30~15：45（105 分）【ＧＷ】ディスカッションワーク
テーマ：「なぜ関大の初年次教育科目にＬＡが必要で、ＬＡはどういうことをすればよい
のか」
・司会書記は交代で行う
・制約条件：“つまり”を使う（常に発言後に換言の接続詞“つまり”を用いて端的に
言い換える）
例：○○○だと思います。えー、それはつまり△△△っていうことなんですけど
ね・・・。」
０）段取り説明（4 分）14：30~14：34
１） 自分で午前中に記入したシート 4 枚をもとにプレゼンを構成する（10 分）14：34~14：44
・シート 1 枚の内容を A４用紙一枚にまとめ簡単な紙芝居型プレゼン（3 分）を作る
・説明する内容（音声）を検討する＋この際に制約条件をクリアすることを考える
２）司会・書記の決定（1 分）14：44~14：45
３）プレゼン＋質疑応答（最低一人１つ出す）3＋15 分×４＝（60 分）

14：45~15：45

・書記は“つまり”以降に注目！
・質問者も“つまり”を使う
・司会者は議論の質に責任がある。
・書記は発表内容＋質疑応答をホワイトボードに記入する（１枚におさめる）
→写真（カメラで撮影を行う）
４）グループ内ふりかえり（15 分）15：30~15：45
・ワークシート記入（５分）
ⅰ．司会・書記・プレゼンターを担当して気づいたこと・感じたことを自由に
ⅱ．“つまり”を使用して気づいたことを自由に
ⅲ．テーマについて感じたこと
・グループ内共有（口頭で）一人 2 分程度（10 分）
５．15：45~15：50（5 分）【全体】まとめ
６．15：50~15：55（2 分）【全体】あいさつ→教員より
７．15：55~16：05（10 分）【全体】会場片付け
■16：05~16：10（5 分）【全体】移動→誘導
≪懇親会≫
１．16：10~17：00（50 分）【全体】懇親会
－80－
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本日の流れ
配付資料参照
（実物提示装置）

2011年度秋学期LA研修
2011年9月16日（金）
関西大学教育開発支援センター

2

1

LA （エルエー）


ミニレクチャー（１）

Learning Assistantの略称

関西大学におけるＬＡとは

4

3

概要

１）ＬＡが所属している組織

１）ＬＡが所属している組織
２）ＬＡが配属される授業科目
■ワーク１
３）ＬＡ制度の設立の背景
４）ＬＡ制度の設立の経緯
まずは
自分の立ち位置を
■ワーク２
確認しましょう。

関西大学 教育開発支援センター
■教育の質の向上を図ることを目的とした組織
■「教育推進部」の下部組織として構成
■教育改善プロジェクトを実施・推進
■メンバー：教育推進部の教員＆
授業支援グループの職員

5

6
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2. ＬＡが配属される授業科目


スタディスキルゼミは6科目

全学共通科目






スタディスキルゼミ（各テーマ）
文章力をみがく
論理的に考える
関西大学ピア・コミュニティ演習
大学教育論

科目名

スタディスキル スタディスキル スタディスキル スタディスキル スタディスキ スタディスキ
ル
ル
（ノートをまと （パソコンで学 （レポートを作成 （プレゼンテー
（課題探求） （ディベート）
ション）
する）
ぶ）
める）

難易度

導入教育として
応用的なレベ
導入教育として
中核的なレベ 応用的なレ
基礎的なレベ 基礎的なレベ
ル
中核的なレベル
ル
ベル
ル
ル

内容

ただ漫然と授
業を聞いて、
板書をうつす
だけでは大
学での学び
は成立しませ
ん。この授業
では、高校ま
でと違う大学
での授業を、
どう聞いたら
いいのか

初年次（導入）科目
7





この授業では、
大学で学ぶさ
いに必ず必要
となる基本的
スキル（調べ
る、聞き取る、
読解する、書く、
発表する、議
論する、など）
を、演習形式
で訓練します。
それぞれのス

この授業
は、既に基
本的なスタ
ディスキル
を身につ
けた方を
対象として
います。興
味のある
具体的な
課題に取
り組むこと

この授業は、
既に基本的
なスタディス
キルを身に
つけた方を
対象として
います。調
べる、聞き
取る、読解
する、書く、
発表する、 8
議論すると

１）学びの転換が上手くいかない

学部専門科目


この授業では、
大学で学ぶさい
に必ず必要とな
る基本的スキル
（調べる、聞き
取る、読解する、
書く、発表する、
議論する、など）
を、演習形式で
訓練します。そ
れぞれのスキル
を総合的に扱い

3. ＬＡ制度の設立の背景

全学共通科目だけじゃなくて・・・


この授業では、
パソコンを
使って学んで
ゆくための初
歩的なスキル
を中心に学ん
でいきます。
主にグループ
での作業を通
じて、文書、表、
スライドなどの
作成や イン

知のナヴィゲーター（文学部）
英米文化専修研究（文学部）
アメリカン・スタディーズ（文学部）
国際協力論（商学部）



高校までの「学び」 ≠ 大学での「学び」
→学生｢授業に出ても学び方がわからない・・・｣

２）学生の多様化




授業を

学力の差異
何とかしなければ・・・
学んできた科目の差異
モチベーションの差異
→教員｢どのような授業をすればいいのやら・・・｣

9

10

■ワーク１■
大学の授業における｢課題｣を書き出してみる




4. ＬＡ制度の設立の経緯


あなたがLAとして勤務している中で，どういうところに
現在の受講生の課題があると思いますか？
or
あなたが実際に授業を受講してみて，その授業にど
のような課題があったと思いますか？

文部科学省「平成21年度大学教育・学生
支援推進事業大学教育推進プログラム」
三者協働型アクティブ・ラーニングの展開
－学生の「考動力」育成をめざして－
改革・改善のためには

資金が必要・・・
授業を
よし
何とかしなければ・・・
助成金を取ろう！

※5分間で記入してください
※午後のグループワークに使用します
11

12
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教育改善のパラダイムシフト
学習者中心

How to Learn

主体的な学習で
考動力ある人材を！

文科省に認められた取り組みって
どんな取り組みなの？

【本取組】
【従来型】

学習支援

教員 → LA → 学生

教育支援

Active Learning

TA →
SA → 教員 → 学生

AS

授業支援

教員

教授者中心
How to Teach

職員

LAの育成と活動を支える 三者協働体制

13

14

PBL型授業科目の開設
「考動力」の育成
他者への伝達

課題の発見

LAの活躍

他者との共有

調査・分析

成果発表

検討

継承


主体的な関わり

相互理解

アクティブ・ラーニング

「PBL型科目」の効果：モチベーションの変化
「教員の働きかけ」よりも
「LAのアドバイスを受けること」

＜「知」の創出プロセスの俯瞰・把握・体験＞

PBL型授業科目「スタディスキルを身につける」

「LAの発表を見聞きすること」

全学共通初年次教育科目として開設（2008）
少人数ゼミ形式 ・ 略称「スタスキ」

で高くなる

基礎的なスキル（ノートテイキング、情報検索、レポート作成等々）から高度な研究発表まで

これはすばらしい
“GP“だ！

＜大学での「学び」に必要なスキルの獲得・姿勢の涵養＞

学習に対する学生のニーズと合致／ニーズの発掘
スタスキ履修者の増加

633名（2009） ⇒ 2320名（2011）

16

15

GPとは

文部科学省の“大学改革“のひとつの手法
各大学・短期大学・高等専門学校等が実施する教育改革の取組の中から

【文科省】
■優れた取組（Good Practice）を選定
■その取り組みを財政支援する




【財政支援された大学】
■その取組について広く社会に情報提供を行う義務
【その他の大学】
■選ばれた取組を参考にしながら教育改革に取り組む
17

18
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ご理解・ご協力を

ちなみにちょっとつぶやくと

皆さんの給与はこの“GP“が資源です
↓
“広く社会に情報提供を行う義務“がセットです
↓
外部への発表・発表のためのインタビュー等
のご協力をよろしくお願いいたします。





みなさんの給与の資源は文科省からの”助成金”
ということは
結局，税金が資源なんですよね・・・。

19

20

■ワーク２■
｢課題｣の解決策を考えてみる




ワーク１で書き出した課題をよくするために
はどうすれば良いのでしょうか
or
どのような授業が良いのでしょうか。

ミニレクチャー（２）
LAという仕事

※5分間で記入してください
※午後のグループワークに使用します

21

22

１）多様であるということ

春学期のリフレクションペーパーより

LAの仕事は，とにかく“多様”のひとこと
↓
よって
マニュアル化が困難
↓
つまり
今隣に座っているLA同士
同じ仕事をしているとは限らない

数字では測りきれないような
複雑で繊細な仕事をお願いしているのは
重々承知の上です。
↓
ですがあえて
ちょっとデータで見てみましょう。
竹中さん，よろしくお願いします
23

24
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授業デザインモデル

なぜ多様なんだろう？

①授業への思い

１．授業デザインは，教師の持つ教えと学びの“信念”
に左右される。

②授業の発想

→“信念（思い・問題意識）”はかなり個人的なもの
→つまり，どんなに授業デザインの共通化を図っても，
どこかで必ず違ってきてしまうもの
→授業のデザインが変わると，当然LAに求められる仕
事内容も違ってくる
→よってLAの仕事内容は“多様”なものに。

⑤日常生活での問題意識
③授業の構成
④授業で用いる教材の開発

吉崎静夫（2008). 事例から学ぶ活用型学力が育つ授業デザイン，ぎょうせい．
25

26

なぜ多様なんだろう？
２．大学における“初年次教育”という、
まだ確立されていない
新しい授業科目群に入って仕事をしている。
↓
まだまだ教員も模索・探究段階
↓
仕事内容が安定せず，多様になりがち！？

じゃあ，全く自由でいいってこと？
いえいえ，
いくつかの基本コンセプトが
あります。

27

28

LAの役割

１）ファシリテーター

１）ファシリテーター
２）ラーニングモデル

■ファシリテーションを行う人のこと
■『ファシリテーション』（facilitation）
・「促進する」「容易にする」「円滑にする」「ス
ムーズに運ばせる」というのが原意。
受講生の活動
・人々の活動が容易にできるよう支援し、
うまくことが運ぶように舵取りすること。
29

30
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では，何を”つなぐ”の？

ファシリテーションの4つのスキル








1. 場のデザインのスキル
～場をつくり、つなげる～
2. 対人関係のスキル
～受け止め、引き出す～
3. 構造化のスキル
～かみ合わせ、整理する～
4. 合意形成のスキル
～まとめて、分かち合う～







受講生と教員
受講生と受講生
受講生と大学の学び
教員と教員
同僚ＬＡと教員
異なる背景を持った者同士の間を
取り持つ

通訳のような存在！？
31

32

■ワーク３■
解決策の実現のために（１）

２）ラーニングモデル
■みなさんの“あたりまえ”は
多くの受講生の“あたりまえ”ではない



■初心を忘れず以前と同じように
学びに向かい合ってください。

ワーク２で書き出した解決策のためには、
ＬＡは何をすればよいと思いますか
or

何ができますか／何がしたいですか

■これでいいのかと“悩み・迷い・落ち込む“が，
それでも“学びから逃走せず”“努力を続ける”
みなさんの姿勢が，授業空間を温めてくれている
のです。

※5分間で記入してください
※午後のグループワークに使用します

33

34

“反省（省察）的実践家“であり続けるために
大事なこと

４）LAは“反省（省察）的実践家”
誰もみたことのない，マニュアルのない仕
事を“創り上げていく”LAの仕事
→複雑で難解で未知の仕事を模索する仕事
→受講生とともに身をおいて“かかわりなが
ら”“これでいいのか？”と模索する仕事
→反省（省察）的実践家









35

常に自分の仕事をふりかえり，苦しいけれども，なる
べく言語化をし続けること。
→リフレクションペーパーの記入
同業者同士で情報共有を行い，常に自己点検を行う
こと。（個人で閉じないこと。）
確立された仕事ではないので，必要な研修（学び）を
自分たちで模索しつつも実施すること。
→研修や自主企画の研修になるべくかかわること
36
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■ワーク４■
解決策の実現のために（２）




ワーク３の解決策が実行できるＬＡになるに
はどのようなことをすればよいのでしょうか。
or
どのようなことを心がければよいのでしょうか。

LAの勤務について

※5分間で記入してください
※午後のグループワークに使用します

37

38

会場設営 ～学びの場づくり体験～


“場づくり“もファシリテーターの仕事です

昼休憩 １１：４５～１２：４５

・机・椅子の設定
・イーゼル・ホワイトボードの設営
・小道具の配置

39

40

ファシリテーターの役割
“整理する”・ “つなげる”
ファシリテーション・ミニ講義（１）
■司会はリーダーではない。
→“司会の心得”参照
→司会＋タイムキーパー
＝ファシリテーター

“整理する”・“つなげる”

42

41
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議論をつなぎ・深めるために不可欠な
のは

ファシリテーターの役割

■“よき質問”を行うこと

【その他】
 空間デザインを意識する
 作業・議論の時間を管理する
 全ての意見に対して平等に接する
 謙虚である
 決まっていることはあらかじめ明確にする

【効果的な質問の仕方・聞きかた】
１）大きなことから小さなことへと質問する
２）軽いことから重いことへと質問していく

＊１）２）を場合によって使いわける

43

44

“場合によって使いわける”

１）大きなことから小さなことへと質問する


相手の反応を予想しつつ
 全体（中心）から部分（各論）への質問
を心がける

これができるようになるためには？



【事前の準備】
１）プログラムデザイン
２）対象者理解
３）場のデザイン

→司会が“全体”を意識した質問を行うと、ほかの
人が質問を続けやすくなる。
→いきなり“部分”の質問を行うと、質問が次につな
がりにくく深まりにくい。
45

46

ファシリテーターの役割
１）指示を明確に整理する（言い直す）
→人は同じように見えて、異なる背景を持ってい
る
→そこを“つなぐ”ために
ファシリテーターが“翻訳”をする

ファシリテーション・ミニ講義（２）
“整理する”・“つなげる”・“引き出す”

48

47
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“翻訳”する際に便利なのは、接
続詞

“つまり”を習慣化して鍛えてみ
ては・・・？

『つまり』＝換言の接続詞

それだけではだめ・・・

１）平素の幅広い“情報収集”が必
要
２）異なる背景を持つ人同士の背景
を“つなぐ”ためには聞き取る力が
必要
＝ロジカル・リスニング

【自分⇔メンバー】
「〇〇だと思います。それはつまり△△△というこ
となんですけどね・・・」

【メンバー⇔メンバー】
「それはつまり〇〇〇ってことでいいんですよね」
49

50

“整理する”・“つなげる”・“引き
出す”
■ファシリテーション・グラフィック
議論を“空中戦から地上戦へ”
１）“ちゃぶ台返し“を防ぐ
２）発言とその人を切り離す効果がある（質問がしやす
くなる）
３）議論の深まり・広がりが視覚的に確認できる
＊“書記の心得”参照
51
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午前の部のワークシート
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（２）ファシリテーション研修（追手門学院大学との連携）
１）概要
■日時：2011 年 11 月 19 日（土）10:00～17:00，20 日（日）11:00～17:00
■場所：追手門学院大学

食堂棟 2 階

■タイトル：学生 FD の Wa!!
■プログラム：
[1 日目]
オリエンテーション
アイスブレイク
・趣旨説明
・共通点探し
「場」をデザインするスキル
・話し合いのプロセス（テーマ:地域と大学）
対話のスキル
・傾聴（1 対 1 で対話）
ワールドカフェ
・テーマ：大学で何を得たいか
[2 日目]
構造化のスキル
・ファシリテーショングラフィック
オープンスペーステクノロジー
・テーマのプレゼンテーション
・分科会
２）参加した LA の感想
＜政策創造学部 3 年 LA＞
今回一番良かったことは、全く交流のなかった大学の学生、職員の方々と知り合えたことです。今ま
で、関大の中でしか活動していなかったので、すごく新鮮でした。活動内容もＬＡと違うようで、どん
な活動内容か興味を持ちました。特に京都文教大学は意欲的な職員さんと学生さんがいてどんな大学な
のか気になったし、どんなスタッフがいるのか、どんな活動をしているのかもっと知りたいと思いまし
た。課題としては、他の大学の活動を調べてから行けば、より深い話が出来たのではないかと思いまし
た。
＜文学部 3 年 LA＞
「学生 FD の Wa!!」に参加できたことはとても貴重な機会だったと思う。これまで LA という場所で
しか FD を見てこなかったので、LA 以外にも FD に関わっている人がいるんだということを知ること
が出来たのは、自分達の活動を相対化する視点を得るきっかけへと繋がったと思う。その相対化によっ
て自分の LA 活動に何を付け加えることが出来るのかはまだ分かっていないが、これからもこういった
場に参加することでより多様な知見を身につけたいと思う。

94
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（３）ディスカッション研修（合宿）
■日時：2011 年 10 月 9～10 日（1 泊 2 日）
■場所：関西大学セミナーハウス「高岳館」（大阪府高槻市）
■企画：LA（学生）9 名
■対象：LA、教育推進部教員、授業支援グループ専任職員、教育開発支援センター研究員
■参加人数：LA22 名、教員 3 名、職員 1 名、研究員 1 名

計 27 名

■目的：ディスカッションスキルを身につける
１）合宿の企画・準備
2011 年 10 月 9～10 日にかけて、LA 合宿を開催した。今回の合宿は、LA が主体となり、ラーニン
グ・スキル研修を行うべく企画された。合宿開催の約 2 か月前の 8 月上旬に、数名の LA によって合宿
運営委員会が組織された。合宿のテーマは「ディスカッションスキルを身につける」に決まった。この
テーマを選んだ理由は、ディスカッションスキルには、司会役、書記役、聴き役、発言役などグループ
ワークで必要なスキルが含まれていて、これらをトレーニングすることは LA 活動において有用である
との LA 自身の考えに基づく。2 か月に渡って企画・運営準備を行い、全ての内容を LA が作り、研究
員が適宜支援を行った。
２）合宿当日
合宿当日は、司会進行・講師役はすべて LA が担った。初日の午前にアイスブレイクとして、ジェス
チャーのみで他人を紹介する「沈黙の自己紹介」と断片的な情報から 1 つのスポーツを作り上げる LA
オリジナルのグループワーク「カバディスキルを身につける」を行った。午後は「あなたの価値観」と
「理想の学生像」をテーマに合意形成のためのグループワークを行い、さらに合宿を企画した LA が講
師を務める、ディスカッションに関するレクチャーを行った。2 日目は一方のグループが議論をしてい
る間に他のグループがそれを客観的に観察する「フィッシュボウル」というワークを行った。この時の
ディスカッションでは「受けにくい授業と改善案」というテーマを設定し、受講生としての授業に対す
る意見や、学生として取り組むことができる授業改善案を出し合った。
３）合宿を終えて
参加した LA からは「今学期は新しく入った LA が多かったので、関係づくりの場として、また LA
のスキルアップ、自信づけや有意義な合宿となった」との声が挙がるなど、ラーニング・スキル研修と
同時に、LA 同士の交流・情報交換の場となったようである。2010 年度の合宿の際は、企画者・参加者
とも単一学年の LA のみで構成されていたが、今回の合宿には 1～4 回生の LA が参加し、運営にも 1
～3 回生の LA が携わった。今後、合宿の企画・運営のノウハウが後輩に引き継がれていくことが期待
される。
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グループワークの様子

発表の様子
1 日目

時間

内容

9：50

高岳館到着・会場設営

10：10

開会式・趣旨説明・スタッフ紹介

10：30

自己紹介
アイスブレイク１（沈黙の他人紹介）
アイスブレイク２（カバディ・スキルを身につける）

12：30

昼食・休憩（高岳館食堂）

13：30

グループワーク１
コンセンサスワーク１（あなたの価値観）
コンセンサスワーク２（大学生像）

16：00

ワークシート記入

16：10

休憩

16：30

ディスカッションに関するレクチャー

16：50

ワークシート記入・グループでふりかえり

18：00

夕食、入浴、懇親会
2 日目

8：00

朝食

9：30

チェックイン
記憶力自己紹介・人間コピー
グループワーク
ディスカッションを客観的に観るフィッシュボウル（１）

10：30
12：00

昼食・休憩（高岳館食堂）

13：00

グループワーク
ディスカッションを客観的に観るフィッシュボウル（２）

14：30

閉会式

14：45

片づけ

15：00

解散
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LA-labo 合宿 2011 秋@高槻キャンパス
「ディスカッションスキルを身につける」

日時：10 月 9 日（日）10：00 ～ １0 日（祝）15：00
場所：関西大学 高槻キャンパス 高岳館

合宿の意気込みを書こう！

名前
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アイスブレイク
アイスブレイクとは、会議やセミナーや体験学習でのグループワークなどの前に、初対面の参加者同士の
抵抗感をなくすために行うコミュニケーション促進のための 2 人以上で行うグループワークの総称です。アイス
ブレイキングとも言われます。少人数でのゲームがよく用いられます。
１．沈黙の他者紹介
「沈黙の他者紹介」とは、身振り手振りで情報を伝えるジェスチャーゲームと、自分以外の人に自分を紹介
してもらう「他者紹介」を組み合わせた自己紹介のゲームです。
[実施手順]
１．まずグループ内でペアを作ってください。（２対２に分かれます）
２．片方のペアの１人が、紹介する項目を書いたクジを３つ引きます。もう片
方のペアは待機します。
（３つ引いて内容を見たら戻してください）
３．クジに書いたあった項目を、ジェスチャーでペアの相手に伝えてください。
ジェスチャーを見た人は、もう１つのペアに、他者紹介をしてください。
４．ペアの中で役割を交代して、２-３を繰り返してください。１つのペアの紹介
が終わったら、もう一つのペアの紹介をしてください。

気づいた事（面白かった事・難しかった事・学んだ事）

MEMO
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２．カバディ・スキルを身につける
「カバディ・スキルを身につける」とは、カバディという謎のスポーツに関する情報が書かれた情報紙が、グル
ープのメンバーひとりひとりに配られます。そして、そこに書いてある「情報」を口頭で出し合い、話し合っていく
ことで、カバディというスポーツを作り上げ、最後に実践します。頭と身体の両方を動かす楽しい実習です。
[実施手順]
１．カバディに関する情報が入った大きな封筒をグループに１つ配ります。中に
は小さな封筒が４つ入っています。小さな封筒を１人１つ取ってください。
２．小さな封筒の中にはカバディに関する情報が書いた紙が４-５枚入って
います。情報はひとりひとり異なります。
３．紙を見せ合わずに言葉だけで、グループ内で情報交換をしてカバディを
作り上げてください。（20 分）
４．カバディを実践（１分程度）

気づいた事（面白かった事・難しかった事・学んだ事）

MEMO
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コンセンサスワーク１（あなたの価値観）
[わたしの価値観]
以下の５つのうち、あなたの人生で最も大切だと思うものは何ですか。最も大切なものから順番にならべてく
ださい。記入後、グループで意見交換をし、グループでの順位を決めてください。最後に全体発表をします。
Ａ．家族
Ｂ．仕事
Ｃ．富（お金）
Ｄ．趣味（楽しみ）
Ｅ．友達
家族

仕事

あなたの順位

グループの順位

各役割（司会・書記など）をして気づいた事

MEMO
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富

趣味

友達

コンセンサスワーク２（大学生像）
[大学生像]
Ａ・Ｃ・Ｅ班は「理想の学生」、Ｂ・Ｄ班が「友達として付き合いたい人」として、あなた大切と考える項目を円グ
ラフに大体の割合で表現してください。（8 つすべての項目を使う必要はありません。）
記入後、グループで意見交換をし、グループでの円グラフを作って下さい。最後に全体発表をします。
１．家族での団欒
２．課外活動（サークル、部活を含む）
３．バイト
４．友人との時間
５．恋愛
６．一人の時間
７．勉強、授業、研究など
８．趣味

各役割（司会・書記など）をして気づいた事

MEMO
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レクチャー（ディスカッションの心得）
１．ディスカッションにおける役割
なぜ役割をふるのか？ → 議論をスムーズに進めるため
１-１．司会
■議論の進行
・議論の方向性を見失わない（テーマは何か、何を話し合っているのか）
・ゴールを決めておく
・決め方をハッキリさせておく（合意形成の方法）
・こんな方法がある
→発言するよう促す（質問してみる。納得してない・言いたい事がありそうな人を見逃さない）
■ただの進行役ではない
・グループが活発な時は、脱線しないように調整する
・グループがおとなしい時は、メンバーから意見を引出す必要がある
１-２．書記
■議論のふりかえりに使えるものを作る
・自分用のメモ、走り書き、殴り書き等、自分が分かるもの
・会議参加者全員が見るホワイトボードを使ったファシグラ、不特定多数が見る議事録等、議論の
内容を記号や色で綺麗にまとめたもの
・議論の内容を一字一句書いたもの
１-３．発言者
■意見があればちゃんと出す
・多少まとめることができなくても、発信しなければ伝わらないので出す
■発信する根拠を確かなものにする
・感情論や個人攻撃をしない

2．ワークシート作成の注意点
■1 日目のワークやレクチャーを通して、各役割に必要な事を意識してふりかえりを書いてください
■書いた後はグループで共有してください。自分の事でも他人の事でも何か気づいた事があれば
必ず発信してください。
■明日のワークにつながるようなふりかえりをしてください。
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レクチャーの MEMO
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１日目のふりかえり
今日のワークを通じて感じた、あなた自身をふりかえってください
◎ディスカッションをしたときにできた事・うまく行った
事

△ディスカッションをした時につまづいた事・失敗した
と思ったこと

今日気づいた、各役割で大切だと感じた事、必要な事
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チェックイン
記憶力自己紹介
単純な自己紹介では、他の人が言ったことをすぐに忘れてしまう可能性があります。記憶力自己紹介では、
文字通り、記憶力がカギになります。
[実施手順]
①グループで円になり、順番に自己紹介をします。
②自分の前に他の人が言った事を繰り返し言います。
たとえば、1 人目の人が名前を言うと、2 人目は「○○さんの隣の私の名前は■■です」といい、
3 人目は「○○さんの隣の■■さんの隣の私の名前は××です」というように、続けていきます。
③テーマを変えて２・３周してください。
名前以外のテーマは、前日使ったくじ引きを使用します。

人間コピー
グループで協力し、教室外に貼ってある絵（または写真）を見て、そっくり同じように書きます。
[実施手順]
①グループの中で、絵を見てくる人たちと、絵を描く人たちの２手に分かれます。
②スタートの合図と同時に、絵を見に行ってください。戻ってきたらグループの人に内容を伝えてくだ
さい。
絵を見に行く人は、何も持っていかないでください。また伝える時は、ジェスチャーを使わず、口頭
だけで伝えてください。
③絵は何度見に行っても構いません。また描く人は見て来た人に自由に質問してください。
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グループワーク（フィッシュボウル）
ディスカッションしているグループを他のグループが観察するワークを行います。２つのグループに
分かれ、片方のグループがディスカッションをしている時、もう一つのグループの人はディスカッション
の様子を観察し、パートナーを決めて特定のメンバーの様子に注目します。
このワークは、金魚鉢の金魚を外から観察する様子に似ていることからフィッシュボウル、また、議
論の参加者（Participant）と観察者（Observer）の頭文字をとって POPO 実習などと呼ばれます。
[ねらい]
１．ディスカッションの様子、特に個人の行動・発言を客観的に観察する
２．ディスカッション終了後、パートナーとともにふりかえりを行い、パートナーの良かったところや課題
を見つける。

[手順]
①二つのグループ(たとえば、ＡとＢ)がペアを組む。
②一つのグループ(たとえばＡグループ)が内側になり、もう一つのＢグループが外側になって、二重の円陣
を組む
③内側のＡグループが討議を行い、外側のＢグループがその様子を観察する。
④討議のテーマは「受けにくい授業」に対して
A グループ「学生ができる対策」、 B グループ「教職員に対する改善提案」を考える。
⑤ディスカッション時間は 50 分。
⑥外側のグループは、ディスカッションの様子をよく観察する。
⑦メンバーの発言内容よりも、話し合っている時のグループの雰囲気やメンバーの態度、行動に注目する。
⑧ディスカッション終了後、話した内容を３分程度で発表
⑨パートナーとふりかえり

[司会への課題]
司会等各役割は下記の課題が達成できた時に交代してください
①受けにくい授業・悪い授業の例を出し合い整理する
②議論するテーマの絞り込み、または議論する順番の決定
③解決案の検討
④解決案の検討
⑤まとめ
Ｐ＝議論の参加者 Ｏ＝観察者
[観察者はここをチェック！]
・パートナーが担当しているやくわりをしっかり果たせているかどうかを見る
・良い点や課題を見つける
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（

）

評価
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MEMO
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（４）LA 通信
LA 通信とは
LA 通信は、LA が発行する情報誌である。スタディスキル科目の受講生を読者として想定し、学習面
や大学生活面における受講生の興味や関心を広げる情報を提供することを目的としている。
2010 年度に発行が開始され、2011 年度は LA の有志 5～7 名程度の執筆者により発行が続けられ、
2011 年秋時点で 8 号まで発行している。
（表
発行号

発行済みの LA 通信）

発行日

主な内容

第1号

2010 年 6 月 23 日

図書紹介、エッセイ、課外活動紹介

第2号

2010 年 7 月 14 日

図書紹介、エッセイ、課外活動紹介

第3号

2010 年 9 月 25 日

図書紹介、エッセイ、旅行記

第4号

2010 年 11 月 5 日

図書紹介、エッセイ、課外活動紹介

第5号

2010 年 12 月 18 日

図書紹介、エッセイ、研究テーマ設定

第6号

2011 年 4 月 1 日

授業紹介、学習方法紹介、エッセイ

第7号

2011 年 7 月 7 日

授業紹介、研究紹介、エッセイ

第8号

2011 年 10 月 9 日

LA 活動紹介、出張報告、エッセイ

１）テーマの変遷
2010 年度は、図書や活動の紹介、旅行記など、執筆者個人の趣味趣向を反映した内容を扱う事が多
かった。2011 年度からは、執筆者がかつて受講した興味深い授業の紹介や、授業の聴き方・ノートテ
イキング等の学習方法の紹介、研究テーマの紹介など、スダディスキルや授業に関するテーマを取り扱
うようになった。また執筆者自身が持つ LA に対する思いや、出張報告など、LA の活動を受講生によ
り深く知ってもらうための記事を執筆するようになった。
２）課題
LA 通信は LA の有志により自主的に始まった企画であり、継続されるかどうかは執筆者の意思の強
さに因る。2011 年度現在、執筆者は全員 3 回生であり、執筆者は就職活動や大学院進学準備等の理由
で多忙であり、発行の頻度が低くなっている。また下位学年の執筆はいない。今後、執筆・発行が継承
されるかが不明確な点が、LA 通信の課題の課題である。

LA 通信

編集会議の様子
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（５）関西大学統一学園祭 研究発表への出展
■日時：2011 年 11 月 5・6 日
■企画名：スタディスキルゼミ（学園祭で語り合う）
■場所：関西大学千里山キャンパス第 2 学舎 C501
■企画者：LA6 名
■対象：LA、授業支援 SA、科目提案学生委員会、学園祭一般参加者
■目的：関西大学内の学生スタッフ（LA、授業支援 SA、科目提案学生委員）同士の交流・意見
交換
■参加者：LA10 名、授業支援 SA2 名、科目提案学生委員 2 名、一般 17 人
■イベント内容：各学生スタッフの活動紹介、開催大学の授業改善について意見交換
■展示物：ポスター（授業、研修の様子など）
１）イベントの概要
2011 年 11 月に開催された第 34 回関西大学統一学園祭の研究発表で、LA の活動内容の展示と、授業
支援 SA・科目提案学生委員との情報交換会を行った。授業支援 SA も科目提案学生委員も、関西大学
の授業改善に関わる学生スタッフであるが、これまで LA を含めて交流の機会がなく、互いの活動つい
ても知らなかった。この為、学生スタッフ同士が交流し、それぞれがどのような思いを持って活動して
いるのかを共有するために企画した。今回の企画は、（１）普段接点の少ない学生スタッフ同士（LA、
SA、科目提案委員等）が交流し、互いに活動内容を紹介し合う、
（２）
「授業」についての思いを出し合
い、より良い授業のために学生として「何ができるか」、「何がしたいか」を話し合う、（３）今後の学
生スタッフ同士の連携の可能性を模索する、の 3 点を目的とした。

会場の様子
２）イベントを終えて
関西大学内の学生スタッフ同士の交流は、初の試みであり、自己紹介・活動紹介では緊張感が見えた
ものの、時が進むにつれ、学生ができる授業改善案や、学生から大学に望む事などが議論された。話し
合いを通じて、各スタッフが持つ授業改善への考え方を知る事は出来たが、今回のイベントにおける全
体の結論を打ち出す事は出来なかった。今後、学生スタッフ同士の交流のイベントを開催するか、また
来年度の学園祭でどのような企画を行うかは未定である。
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（６）関西地区 FD 連絡協議会総会でのポスター発表
2011 年 5 月 21 日に京都大学「関西地区 FD 連絡協議会総会ポスターセッション」にて LA が自身の取
組について発表した。ポスターセッションへの参加は昨年に引き続き 2 回目であったが、参加した LA
は昨年と異なり、4 月から活動し始めたばかりの LA も含まれていた。発表の準備から当日の説明まで、
LA の有志が中心となり行った。来場者からは昨年同様「LA 自身の体験について伺え大変参考になった」
等、好評の声を頂いた。以下、ポスターセッションを通して LA 自身が得られた知見や感想を取り上げ
る。
【文学部２回生

中島

真麻】

当日を迎えるまで、まだ LA を始めて２ヶ月のわたしは、内容を聞きながらも、自分にどんなことが
できるのだろうと不安に思うばかりでした。しかし実際ポスター発表が始まると、もうやるしかありま
せん。関大のポスターに目を留めてくださった他大学の職員の方に声をかけると、自分なりのつたない
説明でも優しく耳を傾けて聞いてくださり、「今後の参考にします。」といった感想をいただきました。
ポスター発表を終えた情報交換会の場でも、その場にいた LA の皆さんが、誰かしら職員の方に声を
かけていて、ただただすごいと思うばかりでした。その時、偶然近くにいた職員さんと目が合い、まだ
関大のポスターを見ていなかったこともあって説明させていただくことになりました。その方は本当に
熱心に私の説明を聞いてくださりました。更に LA 活動にとても興味をもってくださり、
「ぜひ見学した
い」とさえ言ってくださいました。
そのような私の行動を教育推進部の方や他の LA の方に評価していただいたことは、少し自分の自信
にも繋がりました。LA 活動を自分自身で説明したことで、この活動がより画期的なものであることを改
めて感じました。こういった、貴重な経験に参加する機会を与えてくださった教育推進部の方に、深く
感謝しています。
【政策創造学部３回生

國谷

みなみ】

京大で行われたポスターセッションに参加して、私は二つのものを得ることが出来ました。
まず１つ目は、他の授業の LA との交流です。同じ授業に入らなければ、他の LA と一緒に活動する機会
はあまりないので、このような課外活動で、とても貴重でした。学年も学部も違う学生と仲良くなれて
良かったです。また、今回の発表で初めて話す相手もいて、LA の輪が少し広がったなぁと思いました。
２つ目は、LA としての自覚です。外部の人に LA の業務内容について説明することが求められていた
ので、まずは自分自身が理解しておく必要がありました。私は LA の役割について、雰囲気でしか理解
できていなかったので、文字にしたり、口に出すことで、理解が深まりました。発表では、初めの方は
緊張して、先生に頼ってしまいましたが、他の LA が懸命に説明しているところを見て勇気が出ました。
そのあとは積極的にお話が出来ました。外部の教員の方とお話して、自信もつきましたし、LA に関心を
持ってくだった方も多数いらっしゃって、嬉しく感じました。
今回の活動はとても有意義でした。参加させて頂けたことに、とても感謝しています。
【文学部２回生

牧野

晃大】

TIPS を作っている時、他大学の教員に説明する時、私は「授業支援をしている自分」とは別の位置に
身を置いていました。そこからは「LA とは何か」
「どんな悩みがあるのか」など LA を客観的に見直すこ
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とができました。今回の発表は、改めて LA を、自分を見つめ直す機会でもありました。
TIPS はとてもよいものに仕上がったと思います。最初は経験の浅い私にできるだろうか…と不安でし
た。しかし他の LA のリフレクションペーパーを読み、同感する所も多く、皆失敗や悩みを繰り返しな
がら業務にあたっているのだな、と知りました。発表を通し、LA として成長できたと感じます。自分の
できること、やるべきことを踏まえ、これからの業務に活かしたいと思います。
【社会学部３回生

堀尾裕一】

この協議会に参加させていただき、LA の業務に対する理解の深まり、そして LA 同士情報共有と関係
性向上、そして大学教員、職員の方とのコミュニケーションをする経験を得ることができました。多く
の大学教育関係者の人々に自分たちのしていることを話すために、本学のスタッフがこの LA でなそう
としていたことを聞いたり、日々LA の仲間が書いているリフレクションペーパーをみたりすることで、
活動内容がより明確になりました。またその間、同じ LA 仲間で TIPS 集を作り、幅広い話を共有し、そ
の間のメンバーのあり方や姿勢から学びが多くありました。また大学教員の方と音響や生物学、評価法
の話から大学生活の話を幅広くすることができたのはとても良い経験であり、先生方が授業の中で話さ
れている理論にさらに興味が湧きました。
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（７）学生 FD サミット 2011 夏
■日時：2011 年 8 月 27・28 日
■イベント名：学生 FD サミット 2011 夏
■場所：立命館大学衣笠キャンパス
■参加者：LA3 名、研究員 1 名
１）イベントの概要
2011 年 8 月 27・28 日に立命館大学衣笠キャンパスで行われた「学生 FD サミット 2011 夏」に LA3
名、研究員 1 名が参加した。学生 FD サミットとは、FD 活動に携わる全国の大学の学生・教員・職員
が集まり、取り組み紹介や意見交換を行うイベントで、2009 年度より夏と冬に立命館大学や法政大学
等で開催されている。
今回の学生 FD サミットでは、参加者が 8～9 人のグループに分かれ(1)授業、(2)大学生活、(3)課外活
動 3 つテーマの中から 1 つを選び、そのテーマについて話し合う場が設けられ、学生・教員・職員の立
場から意見を持ち寄り活発な議論が行われた。

学生 FD サミットに参加した LA

発表の様子

２）参加した LA の声
グループワークでコーディネータ役を、発表の際にプレゼンターを務めたのが良い経験になりました。
私は「どんな授業が良い授業？」をテーマのグループワークで、教員と受講生の双方向性をキーワード
にクリティカルシンキングを身につける「つっこみ学入門!!」という授業を考え、15 回の授業のシラバ
スを作り発表しました。同じグループになった他大学生の「勝ちに行こう！」の言葉で、プレゼンのリ
ハーサルを繰り返し、約 100 人の聴衆を前にした予選を勝ち抜き、300 人弱を前に全体発表をしました。
全体発表では予選よりも聴衆の反応が冷たく緊張しました。聴き手のうなずきやアイコンタクトが発表
者を楽にすることを実感しました。全体発表では違うグループにいた LA も登壇し、初参加ながら自分
たちはよく頑張ったと思いました。他大学と関わる機会は滅多にない事なので、他の LA にも外部の活
動に参加することの重要性を伝えたいです。（政策創造学部 3 回生
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片山曜啓）

（８）i*See2011
■日時：2011 年 9 月 10・11 日
■イベント名：ｉ＊ｓｅｅ2011
■場所：岡山大学津島キャンパス
■参加者：LA5 名、教員 1 名、研究員 1 名
１）イベントの概要
9 月 10・11 日に岡山大学で行われた「i*See 2011」に LA5 名、教員 1 名、研究員 1 名が参加した。
i*See とは岡山大学教育開発センター学生・教職員教育改善専門委員会が主催する学生参画型 FD フォ
ーラムで、2004 年より毎年開催され、学大学の学生参画の教育改善活動について学生と教職員を交え
て議論を行っている。今回は「大学生活を充実させるために」というテーマの元、初日は大学生活につ
いての事例報告と全体討論し、2 日目はグループに分かれ、
「大学生活を充実させるために、大学に望む
こと」を要求書または嘆願書の形でまとめた。

I*see に参加した LA

発表の様子

２）参加した LA の声
一番の思い出は他大学の学生や教職員の方と真剣に話ができたことです。その場面は初日の全体討論
に始まり、懇親会から二日目のグループディスカッションまで、これまでの大学生活の中で体験したこ
とのないことを経験しました。他大学の活動を知って考えの幅が広がったし、また自分の考えを相手に
伝え、分かってもらう難しさも知りました。またグループディスカッションにおいては、司会役が困っ
たときは助言をしたり、板書をしたりするなど、LA として培ったスキルを少しでも発揮できたことは
とても嬉しかったです。i*See への参加を通じて他大学の良いところ、課題を知り、また関大の LA の
素晴らしさ、課題も発見しました。やはりいろんな大学や人と話すことが大切だと改めて実感しました。
（文学部 2 回生

竹村祐哉）
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（９）学外との連携を通じて見えてきたもの
１）参加の目的
2011 年度は、他大学の学生 FD スタッフと交流するイベントに積極的に参加した。学外活動に参加す
る事で、異なる授業に入る LA 同士や LA と教員職員と協働して準備をし、さらに他大学の学生スタッ
フや教員職員と交流して LA の取組を紹介することで、LA 自身の活動を客観的に確認し、LA として自
覚を持ったコミュニティを育むことを目的とした。
イベント参加を前に、他大学の学生スタッフや教員職員に対して LA の活動内容や仕組みを伝えるこ
とができるよう、事前にミーティングを開催して名刺やチラシ等の活動紹介のための準備や、プレゼン
テーションの練習を行った。またイベント終了後は、ふりかえりや学んだ事を共有するミーティングを
開催した。

活動紹介をする LA

発表の様子

２）LA の外部活動から見えてきたもの
LA が外部活動に参加して LA が得た物として（１）LA の活動に対する手ごたえ、自信と（２）LA
自身に対する理解の深まりがある。
（１）に関しては、他大学の学生 FD スタッフや教職員と交流・情
報交換をした事によって、LA に対する興味を持ってもらう事ができ、またグループワークでの活躍や
プレゼンテーションを他者から褒めてもらえるなど、普段の LA 活動で培った実力を発揮できた事が挙
げられる。（２）に関しては、LA の活動を自分の言葉で他者に説明することで、LA とは何かを考えて
見直すことができ、他の大学には無い、学習支援者・ファシリテータという役割の特徴を理解すること
ができた。
また、予期していなかった動きとして、LA は学生 FD イベント終了後も他大学の学生スタッフとイ
ンターネット等を通じて交流を続け、今後のイベントの際に、LA としてどのように関わっていくかを
議論するなど、次回の学外イベント参加に向けた動きも見られる。
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TA 研修

１）TA 研修のデザイン
研修をデザインするにあたり、TA 活動の動向、効果、課題を分析することから始めた。具体的には、
教員が作成した TA 活用報告書、受講生対象のアンケート調査(264 名)、TA 対象のアンケート調査(30
名)・インタビュー調査（6 名）、TA を活用した教員対象のインタビュー調査(6 名)をもとに、分析を行
った（本調査に関する詳細は、岩崎他（2012）参照）。これらの調査を通じて、TA はより質の高い活動
をしたいと考え、日々の活動を通じて授業方法の改善策や学生との接し方などを自分なりに省察し、教
員からのアドバイスを受けながら、TA 活動を改善していることが示された。 TA は授業内での実践や
経験を基に、活動の改善策を導出しており、なおかつその改善策は教員からの指導も受けているため、
非常に有益だと考えられた。しかし、現状ではそれが、TA 個人の知としてとどまっている状態であり、
TA 同士で共有しさらに活動の質を向上させる機会に欠けていることが示された。
Schön（1983）は、ふりかえりを原理とする反省的実践において、教員が専門性を発揮するとしてい
る。教員による「反省」とは、自己の教育実践を対象化し、批判的に検討し、新しい取り組みを実践し
ていくことである（木原 1998）。TA や教員への調査を分析した結果、TA は、授業内での実践や経験を
基とし反省的に活動を捉え直し、教員との語り直しをすることにより、自らの活動を改善するための手
立てを検討し、実践していた現状が浮かび上がった。つまり、教員のみならず、TA も、自らの経験を
反省的にふりかえることで、改善の方法を学んでいく自律的な反省家（秋田 2005、丸野 2008）である
ことが指摘された。反省的実践家の成長は、個人的な経験の積み重ねで培われてきたその人なりの行為
を基盤とする実践知に基づいている（Schön 1983、秋田 2000、佐藤 1996）。そのため、研修では、TA
の実践知を活かすよう TA の活動文脈を重視すること、また反省を促す要因として重視されている「他
者との共同」を取り入れることを導入した（木原 1995）。また「他者との共同」は、TA 活動の改善に
加えて、仲間意識の形成、教育方法の共有化など（秋田 2005）にも役立つと考えた。
以上のような研修デザインに基づき、2010 年 9 月より、TA 研修では「TA が授業を通じて導き出し
た工夫や改善策を共有し、TA がさらに質の高い活動を実施していくための機会」を提供し、TA 同士が
語り合う場を設けた。加えて、普段の TA 業務では十分に知ることのできない、大学の置かれている現
状や高等教育政策について学ぶ機会を教育開発支援センターの教員によるミニレクチャーとして導入
した。

2）TA 研修プログラム
2011 年は、TA 研修を 3 月、9 月に実施した。以下に詳細を記す。3 月の研修では、春学期に活動す
る TA43 名のうち、31 名が研修に参加し、TA を活用する教員も 1 名参加いただいた。今回の研修は、
2 部構成で実施した（表 1 参照）。第 1 部は、今学期にはじめて TA となる新人 TA のみの研修、第 2 部
は新人 TA と TA 経験がある継続 TA を交えた研修である。
第 1 部では、関西大学教育開発支援センターにおける TA がどのような活動をしているのかを把握す
ること、高等教育における政策動向について理解すること、そして TA の基本的な業務態度や事務的な
手続きについて確認することを目的とした。
まずは、TA の活動内容を共有するために、新人 TA が互いに担当科目や活動内容を紹介した。これ
により、理系文系問わず、全学部から多様な職種が TA に期待されていることを示した。
その後、教育開発支援センター教員が「高等教育の政策動向」についてミニレクチャーを行った。文
部科学省の取り組み、アウトカム評価、本学の FD の原点について講義をした。そして、TA に求めら
れている力について述べ、その力を培うために、「日々の業務や業務に対するアドバイスを教員から受
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けること」、
「TA 活動を省察し、授業方法や学生との接し方など TA 活動の改善策を自分なりに実践す
ること」、「他の TA の活動を参考に、自らの活動を省察すること」の必要性を説いた。
第 2 部では、新人 TA と継続 TA が交流することで、TA 同士で学び合う場を設けた。まずはミニレク
チャーとして、教育開発支援センター教員が、高等教育における授業改善の手立てとして、授業研究や
授業コンサルテーションを紹介し、教員は反省的実践家であることやコミュニティを形成して授業の質
を上げることなどについて話した。
その後、TA はグループに分かれ、ダイアローグを行った。今回のテーマは「TA 活動の質を上げるた
めに、教員とのやり取りにおける工夫・課題を共有すること」とした。前回の研修では、「各活動にお
けるやり取りや課題を TA 間で共有すること」を目的としたため、今回は「教員とのやり取り」に焦点
をあてた。まずは、それぞれの活動内容について紹介しあい、TA 活動を円滑に進めるための教員との
やり取りについて意見を交換し、グループで話し合った内容を全体に報告した。
TA からは、
「次の授業でどうするかを授業前の時間を使って確認する」など、教員と TA が授業前や
後に話し合うことの重要性が指摘された。一方で、
「先生が授業をどう進めるのか、その際、TA にどう
いう仕事を求めているのかをお互いに理解する必要があれば、そこまで密接に連絡を取り合う必要はな
いのではないか。」との意見も寄せられた。教員とのやりとりは、継続年数、活動内容、教員との関係
性により変化する部分もあるため、TA は自分にとってどの程度のやり取りが必要なのかを確認してお
く必要性が示された。ほかにも、
「担任の先生に何らかの提案をする機会はあるのか」という新人 TA に
よる投げかけに対して、継続 TA が「些細なことでも提案を聞き入れてくれる。教員がそういう機会を
与えてくれているので、やってみたらどうか。
」との意見が寄せられた。
また、他の TA と話し合うことで「自分は新しいことができないのではないか？と少し反省した。新
しいことができるように考えておいた方がいいのではないか」と述べた TA がいるなど、他の TA との
意見を交換したことによって自分の活動を反省的にふりかえる様子が見受けられた。
＜表１

３月に実施した研修プログラム＞

13：00 ～13：10

趣旨と目的

教育開発支援センター

（10 分）

スタッフの紹介

司会：今岡義明

プログラム紹介
教育推進部教育開発支援セ
ンター 岩﨑千晶
13：10～13：30

新人 TA 全員自己紹介（各自 1 分） 岩﨑千晶

（20 分）

（科目名、活動予定内容等）

13：30～13：45

ミニレクチャー

（15 分）

高等教育の政策動向

13：45～13：55

TA 勤務に関する事務的な諸手続

岩﨑千晶
学事局：神宮司健太

（10 分）
13：55

休憩

14：00～14：05

第2部

TA 研修

司会：今岡義明

（5 分）
センター長

あいさつ

教育推進部
教育開発支援センター
池田勝彦センター長
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14：05～14：15

趣旨と目的

（10 分）

スタッフ、プログラム紹介

14：15～14：30

ミニレクチャー

（15 分）

高等教育における授業研究

14：30～15：25

ワークショップ前半

岩﨑千晶

（55 分）

① 自己紹介、活動内容(予定)に

神宮司健太

岩﨑千晶
岩﨑千晶

ついて報告（各 5 分＝25 分） 川瀬友太
② 意見交換（30 分）

今岡義明

15：25～15：50

ワークショップ後半

岩﨑千晶

（25 分）

各グループで話しあった内容を
全体へ報告

15：50～15：55

（各 5 分=25 分）

ふりかえり

岩﨑千晶

15：55～16：00

アンケート記入

神宮司健太

（5 分）

出口で、勤務関係の書類提出

（5 分）

2 回目の研修は、2011 年 9 月に開催した。秋学期に活動する TA27 名が研修に参加した。今回の研修
も、前回に引き続き 2 部構成で実施し、第 1 部は今学期にはじめて TA となる新人 TA のみの研修、第
2 部は新人 TA と TA 経験がある継続 TA を交えた研修とした（表 2 参照）
。
第 1 部では、前回と同様、関西大学教育開発支援センターにおける TA がどのような活動をしている
のかを把握すること、高等教育における政策動向について理解すること、そして TA の基本的な業務態
度や事務的な手続きについて確認することを目的とした。
第 2 部では、新人 TA と継続 TA が交流することで、TA 同士で学び合う場を設けた。まずはミニレク
チャーとして、学内で活用できる ICT システムであるインフォメーションシステム、CEAS/Sakai シス
テム、関大 SNS、クリッカー（双方向コミュニケーションを可能にするレスポンスシステム）、Handbook
（スマートフォンに問題を配信できるシステム）の概要や利用方法について説明を加えた。
その後、TA は下記より希望するテーマを選び、グループに分かれて、ワークショップを行った。あ
らかじめ TA の業務内容を想定した上でテーマを決め、参加者の希望によりグループを分けた。
① グループワークにおいて、学生の考えを引き出したり、学生の合意形成を支えたりする
工夫
② ミニッツペーパーや CEAS への投稿へのまとめやコメント提示における工夫
③ 教材や小テストを作成、添削、解説する際の工夫
④ 統計など数学や数字を使った授業は苦手だと感じる学生に、興味を持たせ、理解を促す
ための工夫
⑤ 語学への興味関心を高めることや、発音指導における工夫
⑥ 学力や動機に差がある学生への対応における工夫
ワークショップでは、まず継続 TA は、「TA 活動でうまくいっていること」「うまくいっていないこ
と」を付箋に書き込み、新人 TA は、
「上手くいくよう努力したいこと」
「継続 TA に聞いてみたいこと、
不安に思っていること」について付箋に意見を記し、ブレインストーミングをした。その後、KJ 法を
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活用し、提示された意見をカテゴリー化することでうまくいっている活動を共有し合い、課題となって
いることを解決するように試みた。
たとえば、「①グループワークにおいて、学生の考えを引き出したり、学生の合意形成を支えたりす
る工夫」では、継続 TA から活動でうまくいっていることとして「グループ内であまり発言できていな
い学生には経験談などを話させるなどして発言の機会を与えてあげる。いきなり意見やアイディアを出
してと言われても、すぐにできる学生とできない学生がいる。できない学生には経験談が話しやすいの
で、その話から TA がアイディアを拾う」という意見が出された。ほかにも、
「とても良く発言する学生、
発言したい学生をどのように上手く聞き役に回してあげるか、グループがその子の意見に引っぱられる
場合がある」といった意見もあげられた。また、新人 TA からは、継続 TA にきいてみたいこととして
「学生からの質問にうまく答えられなかったらどうすべきか」等の意見が寄せられ、継続 TA がそれに
ついての意見を話し合う場面も見受けられました。また継続 TA からも「グループワークのとき学生そ
れぞれの興味が違う場合、どの意見を取るか(グループの総意見をまとめると)」といった疑問が出され
意見交換がされました。
第 2 部終了後は、TA 同士の交流を深めるために、TA 情報交換会を開催しました。自由参加であった
が、多くの TA が参加し、研修とは違った雰囲気の中で意見交換が行われ、TA 同士のつながりを形成
するよい機会となりえたため、今後も継続していきたいと考えている。
＜表 2 9 月に実施した研修プログラム＞
10：00 ～10：10

趣旨と目的

教育開発支援センター

（10 分）

スタッフの紹介

司会：今岡義明

プログラム紹介
教育推進部教育開発支援セ
ンター
10：10～10：25

ミニレクチャー

（15 分）

高等教育の政策動向

岩﨑千晶

岩﨑千晶

関西大学における TA 活動
10：25～10：30

TA 勤務に関する事務的な諸手続

学事局：神宮司健太

（5 分）
10：30～10：40

休憩

（10 分）
10：40～10：45

第2部

TA 研修

司会：今岡義明

（5 分）
10：45～10：55

趣旨と目的

（10 分）

スタッフ、プログラム紹介

10：55～11：10

ミニレクチャー

（15 分）

ICT を活用した授業実践

11：10～12：05

ワークショップ

岩﨑千晶

（55 分）

③ 自己紹介、活動内容(予定)につい

神宮司健太

岩﨑千晶
岩﨑千晶

て報告（各 3 分 x6＝20 分）
12：05～12：25
（20 分）

川瀬友太

④ 意見交換（35 分）

今岡義明

⑤ 各グループで話しあった内容を

岩﨑千晶

全体へ報告

（各 3 分=20 分）
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12：25～12：30

ふりかえり

（5 分）

アンケートの記入

12：30～

(1 時間

岩﨑千晶

出口で、勤務関係の書類提出

神宮司健太

情報交換会

岩﨑千晶

30 分)

神宮司健太

3）TA 研修の今後の方向性
TA 研修を 3 年間実施し、継続して TA を行うベテラン TA が有益な知見を新人 TA に提供しているこ
とが示された。今後はベテラン TA の持つ実践知を新人 TA に手軽に提供でき、なおかつそれをもとに
より議論が深まるような TA 活動デザインブックを提供したいと考えている。
また、継続している TA と新人 TA の実践的思考を分析することで、新人と継続のおかれた文脈によ
り適した研修を考えたい。これに関しては、関西大学学内研究費「若手研究者育成経費」として、「ア
クティブ・ラーニングにおける教育補助者の実践的思考様式に関する研究（研究代表者

岩﨑千晶）」

が採択されている。今後はこちらで研究、TA への教育を継続していきたい。
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秋田喜代美, 佐藤学, 恒吉僚子(2005)『教育研究のメソドロジー 学校参加型マインドへのいざない』東
京大学出版会
岩崎千晶、田中俊也、竹中喜一、川瀬友太（2012）「関西大学における教育補助者を活用した授業実践
の利用動向と効果の分析」『関西大学高等教育研究』第 3 号（印刷中）
木原俊行（1995）
「「反省」と「共同」による授業改善の方法の開発」
『日本教育工学会雑誌』18：165-174
木原俊行（1998）「自分の授業を伝える」浅田匡，生田孝至，藤岡完治編『成長する教師』金子書房：
185-196
丸野俊一（2008）「対話を通した教師の対話と学習」秋田喜代美，キャサリン・ルイス編『授業の研究
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SA について

５

本章では、平成 23 年度に実施された SA の研修についてまとめる。全体研修を中心にまとめている
が、この他に学舎別研修が行われる。SA が所属し、勤務する授業支援ステーションが各学舎にあり、
SA は勤務する学舎の研修を 1 日受講する。学舎別研修では、教室設備の取り扱い、実際の窓口業務や
帳票類の確認、前学期からの変更点等、詳細かつ実践の研修が行われる。
以下に述べる全体研修は、OJT の学舎別研修とは異なり、前学期の反省や SA の振る舞いといった「振
り返り」と「SA への期待」、「能力開発」のために毎学期はじめに実施している。授業支援ステーショ
ンに勤務する職員が中心となって、毎回オリジナルな研修を組み立てている。

（１）平成 23 年度春学期 SA 全体研修
①

研修の概要

1)

目的
前学期の業務の振り返りと春学期に気をつけてほしいポイントを整理し、春学期の業務を円滑にス

タートできることを目的とする。
2)

日時
平成 23 年 3 月 28 日(月)

3)

9：30～13：00

場所
関西大学

4)

千里山キャンパス

第 4 学舎 3 号館

対象者
平成 23 年度春学期 SA 採用者

5)

3401 教室

188 名(前学期からの継続者 137 名

研修の流れ
時間

場所

内容

9：30～10：15

4-3401

①スケジュール・配付物確認、職員紹介、雇用書類作成

4-3402

②心構えと基礎知識

4-3401

③継続テスト振り返り（共通問題のみ）

10：15～11：15
11：15～11：30

休憩

11：30～12：30

4-3401

④グループワーク「Ｗｈｙ？を常に考える」

12：30～12：35

4-3401

⑤挨拶

12：35～13：00

②

新規採用者 51 名)

4-3402
4-3403

⑥各ステーション顔合わせ・シフト調整

研修の内容
上記内容について、特徴的なものを 2 つピックアップする。

1)

昨年度の振り返り
春学期の勤務にスムーズに取り組めるように昨年度の業務の振り返りを行った。昨年度から SA を

続けたい継続者を対象に「継続試験」を課している。試験の内容は主に業務の確認と業務への問題意
識である。研修では、試験と同じような内容で業務の振り返りを行った。
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研修では、クリッカーを用いて、その場で回答と解説を行う。14 問の回答と解説を行い、次学期か
らの変更点も加えながら解説を行った。
【平成 23 年度春学期 SA 全体研修「業務の振り返り」のスライド（一例）】

2)

グループワーク
昨年度の研修後のアンケートでは、「グループワークに取り組みたい」との声が多く寄せられた。

本年度の研修では、テーマを定めグループワークを実施するに至り、春学期のテーマは「Ｗｈｙ？を
常に考える」とした。テーマ設定の理由は、業務のマニュアル化などの功罪もあって、「考えて行動
すること」や「一歩先を読む力」が SA の個人差が大きいということが、職員の中で話題になったた
めである。
研修はワークシートを用いて、60 分間実施した。あらかじめ、1 グループ 5～6 名でグループ分け
しておき、シート 1 を用いて自己紹介を行った。後に、シート 2 を用いてシート 1 を使った自己紹介
での立ち居振る舞いについて、ブレーンストーミングを行った。全体を通じて工夫した点は、時間管
理である。各グループでの議論を活発にするため、個人作業の時間とグループ作業の時間をきっぱり
分け、時間管理を徹底するよう工夫した。
シート 3 を使ったグループワークでは、クリッカーを用いて議論したいテーマを会場から募り、一
番人気のあったテーマを議題として、グループワークを実施した。シート 2 を使ったグループワーク
では相手を観察すること、シート 3 のワークでは、なぜ相手がそういう発言や行動をしたのかのプロ
セスを考えることを主眼とした。
グループワーク研修の最後には、各ワークの意味について解説を行った。シート 2 を使ったグルー
プワークでは、プレゼンテーションを観察することの重要性や、その場で起こる、焦りやいいたいこ
とが伝わらないもどかしさは、実際の業務(窓口や教員対応)で起こっていることと同じであることを
伝えた。シート 3 を使ったグループワークでは、自分・相手の言動・行動には意味があり、それに気
づくためのキーワードとして「Ｗｈｙ？」と常に意識してほしい旨を伝えた。
【平成 23 年度春学期 SA 全体研修「グループワーク」のスライド（一例）】

5.0.1

研修の成果～アンケートの結果から～

研修後には全体を通じたアンケートを実施した。その結果を以下に示す。
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【平成 23 年度春学期 SA 全体研修_アンケート結果】

2.あまりよくな
かった
1.3%

1.よくなかった
1.3%

全体評価

グループワーク

SAの心構え・継続試験ふりかえり

1.よくなかった
1.3%

2.あまりよくな
かった
0.0%

1.よくなかった
1.3%

3.ある程度よ
かった
17.1%

3.ある程度よ
かった
15.0%

3.ある程度よ
かった
20.0%
4.よかった
77.5%

2.あまりよくな
かった
0.0%

4.よかった
81.6%

4.よかった
83.8%

グラフに示すように、
「4 よかった」との回答が 8 割近く、好評であったといえる。また、自由記述コ
メントを分類すると、
「日程等について」、
「プログラム全体について」
、
「グループワークについて」の 3
つに分類できた。特にグループワークに寄せられたコメントが多く、
「グループワークで他学舎の SA と
交流出来てよかった」、
「社会的な能力が身についた」、
「業務に対する意欲がわいてきた」といった肯定
的な意見が寄せられた。一方で、「テーマ設定が抽象的であった」、「具体的な業務にひきつけたテーマ
設定をした方がよい」といった業務との関連を意識したコメントもあり、担当者間では次学期の反省・
課題とした。

（２）平成 23 年度秋学期 SA 全体研修
①

研修の概要

1)

目的
春学期の業務の振り返り、業務のポイントを確認する。また、春学期の反省点である「引継ぎ」に

ついて再考し、秋学期の業務が円滑にスタートできるようにする。
2)

日時
平成 23 年 9 月 8 日(木) 13：00～16：30

3)

場所
関西大学

4)

千里山キャンパス

3201 教室

対象者
平成 23 年度春学期 SA 採用者

5)

第 4 学舎 3 号館

207 名(前学期からの継続者 177 名

研修の流れ

時間

場所

内容

13：00-13：20

4-3201

職員紹介と今日の流れ

13：20-13：40

4-3201

新・出勤管理システムについて

4-3101

SA 心構え・雇用書類作成

4-3201

継続テスト振り返り

13：40-14：40
14：40-14：50
14：50-15：50

移動
4-3201

グループワーク
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新規採用者 30 名)

②

15：50-16：00

4-3201

グループ長挨拶

16：00-16：10

4-3201

アンケート記入

16：10-16：30

4-3201、3101

各ステーション顔合わせ・シフト調整

研修の内容
上記内容について、特徴的なものを 2 つピックアップする。

1)

春学期の振り返り
SA の基本動作を確認し、秋学期からの勤務に活用することを目的に、春学期同様に SA 継続試験

の振り返りをおこなった。春学期から SA の継続希望を出している継続者を対象に「継続試験」を課
している。試験の内容は主に業務の確認と業務への問題意識とした。研修では、同じような試験内容
で業務を振り返る。問題の選定は、継続試験で正答率が低い問題や春学期からの変更点のある項目に
絞り、回答・解説を行った。
また、SA 間で問題意識の高い、カードリーダ（出席調査）の基本方針や欠席届の対応方法なども
明確に示し、その点を再度確認しながら振り返りを行った。
【平成 23 年度秋学期 SA 全体研修「業務の振り返り」のスライド（一例）】

2)

グループワーク
秋学期のグループワークでは、
「引継ぎ」をテーマにした。春学期 SA 研修後のアンケート結果では、

より業務にひきつけたグループワークのテーマ設定を望む声があった。また、春学期の業務では、SA
の入れ替え時の引き継ぎミス、細かいところでは鍵の受け渡しミスなど、「引継ぎ」がうまくいかな
い例が多くあった。そのため、研修を構想するなかでそういった引き継ぎミスを防ぐような研修をグ
ループワークのテーマとして設定する議論がされ、秋学期のグループワークのテーマが決定された。
研修はワークシートを用いて、60 分間実施した。あらかじめ、1 グループ 5～6 名でグループ分け
しておき、シート 1 を用いて自己紹介を行った。後に、グループ毎にミニワークを行った。「ヒュー
マンノット：人間知恵の輪」をグループごとに作り、それをグループが協力し合ってほどいてもらう。
両手がふさがるなかで、声だけの指示が飛び交い、輪をほどいていくワークを行い、情報の伝達につ
いて考えてもらった。
その後にシート 2 を用いてミニワークの内容を振り返った。「引き継ぎで心掛けていること」をテ
ーマに、グループで議論をしてもらった。全体でグループの意見を共有したのちに、引き継ぎのポイ
ントを伝え、それを実際の窓口業務で活用するときの心構えを解説した。また SA を対象に行った調
査結果を紹介し、引き継ぎがしっかり出来れば、SA として成長することができ、意識向上にもつなが
ることを解説した。最後に、今回のグループワークの趣旨をもう一度振り返り、終了した。
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【平成 23 年度秋学期 SA 全体研修「グループワーク」のスライド（一例）】

③

研修の成果
研修後には全体を通じたアンケートを実施した。その結果を以下に示す。

【平成 23 年度秋学期 SA 全体研修_アンケート結果】
SAの心構え・ふりかえり
良くなかった
0.7%

良かった
60.3%

あまり良くな
かった
3.3%

ある程度良
かった
35.8%

グループワーク
良くなかった
0.0%

あまり良くな
かった
0.6%

全体評価
良くなかった
3.8%

ある程度
良かった
18.6%
良かった
80.8%

あまり良くな
かった
0.0%

ある程度
良かった
20.5%

良かった
75.6%

グラフに示すように、
「4 よかった」との回答が 6 割以上となり、好評であったといえる。また、自由
記述のコメントを分類すると、「日程等について」、「業務の振り返りについて」、「グループワークにつ
いて」の 3 つに分類できた。「業務の振り返りについて」と「グループワークについて」に寄せられた
コメントが多くは「時間」に関するものであった。業務の振り返りでは「説明が短かった」
、
「もっと詳
しく解説してほしかった」といったコメントがあった。また、グループワークでは「時間に余裕が欲し
い」、
「時間をもっとディスカッションする時間を長く設定してほしい」といった意見が多く、時間管理
の甘さが指摘された。他のコメントを見てみると、「クリッカーをもう少し有効活用してもよい」、「カ
ードリーダを授業で活用することを議論したい」、「就職活動に対応する欠席届の発行について考えた
い」といった業務改善・提案のコメントも寄せられ、学生(SA)を活用した積極的な授業提案ができる気
運が熟してきたと感じている。

（３）3 年間の SA 研修のまとめと今後の展開
1) 3 年間の SA 研修の成果
平成 21 年度 SA 研修では、キャリアに応じた階層別研修を実施した。初級クラスでは働くことの心
得や基礎知識をテーマに、中級クラスでは機器の使い方や窓口対応におけるマナーをテーマに、上級ク
ラスでは、業務改善や課題整理(グループワーク)をテーマに研修を実施してきた。また、社会人基礎力
ポイントと業務の自己評価、継続試験の結果を示した「業務振り返りワークシート」を個々人に返却し、
コンピテンシー向上に向けた取り組みを行った。
平成 22 年度 SA 研修では、前年度の階層別研修から業務別に研修を行った。新規 SA と継続 SA にク
ラス分けを行い、継続 SA には業務におけるポイントを整理する研修を行った。そこでは、クリッカー
を用いて、SA と双方向型で研修を進めた。また、個々人の継続試験の結果が示されたワークシートを
作成し、継続試験結果の振り返りが研修で出来るようにした。他方、コンピテンシーの開発では、SA
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の OG を外部講師として招き、SA の学びが社会人としてどう活きているのかというテーマで、講演を
してもらった。
平成 23 年度 SA 研修では、前年度のクリッカーを活用した業務の振り返り研修を実施した。また、
新たな試みとしては、グループワークを実施した。春学期では SA としての心得として「なぜを常に考
える」、
「プロセスを観察する」ことを伝えるために、グループワークを行った。秋学期ではより業務に
引き付けた内容で、「引き継ぎ」をテーマにグループを行った。
3 年間の SA の研修では、おもに「業務の振り返り」と「SA への期待」、
「能力開発」をテーマに取り
組んできた。業務の振り返りでは、クリッカーやワークシートを使い、SA にとって学びやすい環境を
作り、伝える内容を工夫してきた。また、能力開発においては、ワークシートを作成・返却や独自で調
査を行い、業務との関係を明らかにしてきた。
調査では、業務や研修を通じた SA の成長が明らかになった。SA をするなかで、大学への帰属意識
が高まること、チームワークを重視したコミュニケーション力が高まること、主体的に学ぶことの 3 点
が関係していることが分かった。その成長の場面には職員が大きく関わっており、SA の声に耳を傾け、
対話することで SA は成長していく。ただ業務をこなすだけではなく、SA の成長を担う職員がますま
す求められる。
2) 今後の展開―SA から LA の発掘―
SA の中から LA を発掘することも SA 研修では取り組んできた。しかし、うまく仕組みとして確立す
ることができなかった。実際には、SA と LA を兼務している学生は複数いる。しかし、今学期で卒業
を迎える学生が多く、次年度は SA と LA を兼務する学生は少数となる。SA と LA を兼務する学生は、
学内のことをよく知っているだけではなく、人間関係力や立ち居振る舞いを見ても、社会人に引けをと
らない学生である。また調査の結果からも、人間関係力や立ち居振る舞いの能力のポイントが高い。
SA の中から LA を発掘するとういう課題に対して、平成 24 年度春学期 SA 全体研修では、新規に採
用された SA を対象としたグループワークを実施する。その場に LA を活用し、グループワークのファ
シリテーターを担ってもらい研修を実施する。SA にとっては LA の存在を知る機会となるだけではな
く、LA がラーニングモデルとなり、SA から LA の発掘を期待している。また、LA にはファシリテー
ションをしてもらう一方で、LA として活躍できそうな SA を発掘してもらうことも担ってもらう。
学内には、SA や LA をはじめ、TA、入試広報スタッフなど数多くの学生スタッフがいる。学生スタ
ッフを経験している学生は、それら学生スタッフ同士を掛け持ちしていることが多い。そういった学生
たちは、立場の異なるスタッフの目線から大学を見ており、大学の発展には欠かせない存在であろう。
秋学期の研修アンケートでも SA の発信で、授業改善につながるようなコメントが得られた。今後は、
そういった学生スタッフを集めて、学生の力を集約しよりよい大学づくりを提案して報告を終えたい。
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６

アドバイザリースタッフ活動報告

AS 活動報告①
本稿では、ＡＳ遠海の本取組期間内の活動についてまとめる。

（１）ＡＳ遠海について
遠海は、関西大学総合情報学研究科の博士後期課程学生である。専攻は総合情報学で、主に教育に関
する知見や研究手法を学びながら、授業支援活動へのサポートや初年次養育について研究を行った。本
プログラムにおいては、ＡＳという立場で関わっており、ＬＡ活動に対する研修の企画や調査を行い、
集めたデータを分析・整理し制度の向上に向けて提案をまとめたり、研究知見の蓄積を進めたり、教員
の授業デザインの相談にのった。

遠海は、総合情報学部の学生として高槻キャンパスに在籍しているため、教育開発支援センター
でＡＳとして勤務するのは週 1 日であるが、研修やイベント、調査など必要があれば対応した。

（２）ＡＳ遠海の業務内容
遠海の本取組期間内における活動内容を以下にまとめる。

１）ＬＡ活動についての調査
学期の切り替わりとなる長期休業期間などに、ＬＡやＬＡが支援に入った授業を担当する教員ら
に対してインタビューや質問紙などを用いた調査を行った。調査を行うために、質問項目を事前に
センターの教職員や他のＡＳらと協議し、目的を明確にした項目を検討した。さらに、調査対象の
選定や調査の依頼、役割りの分担などを行ったうえで実際に調査をおこなった。インタビューでと
ったデータは、データごとに書き起こして保存している。このデータを集め、項目ごとに分析・整
理することで、ＬＡ制度の成果や次学期に向けた活動向上のために、課題とその改善方法の検討を
行った。
また、実際にＬＡが支援を行っている授業に参加し、参与観察を行う事でＬＡが実際にどういっ
た活動をしているのかを記録するとともに、教員や受講生との関係からどういった活動を行ってい
けばいいのかなど、ＬＡの新たな活動の方向性の模索もおこなった。それらの結果をまとめ、2011
年度日本教育工学会の全国大会で「初年次教育におけるラーニング・アシスタントの活動評価」とい
うタイトルの発表にセカンドオーサーとして関わった。

２）ＬＡに対する研修への企画、実施
2010 年度に「クリティカルシンキング」についての研修を LA と一緒に企画し、実施した。定期
的に打ち合わせや準備に参加し、研修を企画する際に必要な項目についての助言を行うとともに、
一緒に内容を検討するなど支援をおこなった。また、研修内では受講生に対してミニレクチャーも
行った。企画グループとして、様々な準備を LA と連携して行うことができたため、本研修は企画
に参加したＬＡにも、研修に受講生として参加したＬＡにも高い評価を得ることができた。

３）その他
上記以外にも、初年次の授業を担当する教員と授業内容や授業方法について定期的に議論し、教
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員の授業内容検討や振り返りの支援を行った。また、初年次教育におけるアクティブ・ラーニング
の事例をまとめたデザインブックの編集に関わり、実践事例を蓄積・公表することでアクティブ・
ラーニングをより多くの先生方に取り組んでもらえることを目指した。

（３）今後にむけて
本取組期間内では、インタビューやアンケート調査を通して LA 活動の成果と課題の整理を主な
活動し、その結果を用いた研修の企画・実施、外部への発表を行ってきた。2011 年度は、それらに
加えて初年次教育における実践事例の蓄積、報告会での発表、ハンドブック作成などこれまで取り
組んできた活動を外部へ発信する活動にも多く関わった。今後も実践事例や研究知見の蓄積を続け
ると共に、これまで蓄積してきた調査の結果を統合して整理し、知見をまとめることで制度のさら
なる向上を目指す。

AS 活動報告②
本稿は、ＡＳ齊尾の業務活動の報告を行うものである。構成としては、１）において齊尾の属性につ
いて整理を行い、２）においては、2011 年度の活動報告を行う。そして３）においては、今後に向けて
の課題を明確にしていく。

（１）ＡＳ齊尾について
まず、本稿で取り扱う齊尾の属性について、昨年度から大きく変化した点に絞って言及する。
齊尾は、本取り組みにおいてアクティブ・ラーニングを実践する科目の一つとして展開されている全
学共通科目における“スタディスキルゼミ（ノートをまとめる）”を担当する非常勤講師となった。こ
のことが、2011 年度の活動にこれまでと大きな変化を与えたことは確かである。
今年度は、ＡＳとして本取り組みを 2 年間観察し続けた経験と、ワークショップデザイナーとしての
知見、そしてアクティブ・ラーニングを実践する授業担当の非常勤講師としての活動を基盤とし、本取
り組みにおける活動を行った。
なお、齊尾の勤務形態としては、本ＧＰの取り組みの中核を担っている教育開発支援センター（以下、
センターと記述する）にＡＳとして週４日勤務している。

（２）ＡＳ齊尾の 2011 年度の業務内容
AS 齊尾の 2011 年度の主な業務内容について、以下記述していく。なお、比較検証がし易いように、
ａ)～ｈ)の項目の立て方を昨年度の報告書と同じものとした。
ａ) 授業デザイン、授業方法・技術、教材作成に関するアドバイザリー業務
昨年度に引き続き、アクティブ・ラーニングに関する授業方法に関心を寄せる教員を対象とした支援
を行った。昨年と同様に、齊尾が単独で支援するのではなく、ヒアリングや提案を行う際には、本ＧＰ
のスタッフであり高等教育の専門家である教員が同席し、オーサライズを行う形を取った。
具体的な事例としては、昨年度に引き続いて理工系学部の専門科目である「近代建築史」、
「技術者倫
理」、そして今年度は新たに理工系学部の「フレッシュマンゼミナール」、
「図学」
、
「建築保存再生」、
「福
祉工学概論」についての授業デザインや授業方法・技術に関する依頼が寄せられ、依頼件数としては昨
年度よりも増加したと言える。
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授業に関するアドバイザリー支援は、1 回の授業内容に関する単発の支援もあるが、学期を通じて継
続的に行う場合もあり、今年度はその形での支援依頼が多く見られた。継続的に授業支援を行う場合の
流れについては、以下表１の形で行った。
表１

アドバイザリー業務の流れ（継続支援の場合）
内容

場所

１

依頼

メール受信

２

ヒアリング

センター

３

参与観察

授業

４

３の観察結果共有後、支援方針の決定

センター

５

授業デザイン・教材等の提案

センター

６

提案実施・参与観察（受講生の行動観察）

授業

７

６の観察結果共有後、５について改善を行う

センター

８

提案実施・参与観察（受講生の行動観察）

授業

（主に受講生の行動観察）

・

・

・

・

（必要に応じて上記７、８の手順を繰り返す

・

・

・

・

Ｘ

学期終了後、ふりかえり・次学期への提案

センター

ｂ) アクション・リサーチの手法を用いた授業のコンテンツ開発
スタディスキルゼミ｢ノートをまとめる｣の授業コンテンツ開発に関して、引き続き本年度も取り組ん
だ。昨年度までは参与観察という形での携わり方であったが、本年度より自らがスタディスキルゼミ（ノ
ートをまとめる）の担当する講師となったため、授業実践を行いながらの開発となった。なお、この授
業実践を行う中で、ＬＡの活用を行ったため、ＬＡの運用に関するコンテンツ開発にも着手が可能とな
った。
具体的な取り組みの内容については、本報告書の“7.1.1.1 ノートをまとめる”と「初年次教育にお
けるアクティブ・ラーニング型授業デザインブック」を参照されたし。
ｃ）レファレンス業務
昨年度までは、日常的な業務の一つであったレファレンス業務であるが、本年度は依頼件数がかなり
減少した。理由としては、本取り組みも最終年度を迎え、理論的な試行錯誤の段階を終え、スタッフ全
体が実践にシフトしたことが挙げられる。
また、昨年度に引き続き、授業デザインや授業の方法・技術に関するアドバイザリー支援依頼に訪れ
た教員からの要望に関しては、引き続き提供を行った。
ｄ) ＬＡ自主企画の運営支援
昨年度までは精力的に携わってきた業務であるが、本年度に関してはほとんどタッチしていない。Ａ
Ｓ間において業務の分担が行われたこともあるが、ＬＡの企画・運営の手腕が目覚ましく成長したこと
も理由の一つであろう。
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ｅ）ワークショップデザイン
昨年度に引き続き、教育開発支援センターが本ＧＰの取り組みの一貫として主催したワークショップ
型の研修や情報交換会にワークショップデザイナーとして、あるいはファシリテーターとして貢献した。
なお、以上の行事の詳細については本報告書“3.1.1.5 スポット参加（倉田先生への出張授業）、3.1.1.6
スポット参加（文学部 GP との連携）、3.1.2.1.1.1 学内実施、7.1.3 教員向けワークショップ”を参照
されたし。
ｆ）日常的なファシリテーション
昨年度までは、日常的に行っていた業務であるが、本年度に関しては、ほとんど行う必要がなくなっ
た。理由としては、教育開発支援センターのスタッフ（教員・職員）間だけでなくＬＡに至るまで、打
ち合わせや意見のすり合わせ等を行う際に、参加者の座席位置に配慮したり、ホワイトボードを用いて
議論の可視化を行ったり、付箋紙等の思考促進・支援ツールを恒常的に用いる姿が見られるようになっ
ている。“ファシリテーション”という概念や“ファシリテーショングラフィック”の有用性が、じゅ
うぶんに浸透していることがわかる。以上がその理由である。
ｇ）研究業務
昨年度まではこの項目は“ｇ）高等教育研究に関する研鑽”という表題にしていたが、今年度は“研
究業務”とした。理由は、研究の内容が“高等教育研究”から、より実践をベースとする業務にシフト
したためである。
本年度の研究業務としては、ＬＡの業務内容に関する調査と、先述のｂ) の項目で触れたＬＡを活
用した授業コンテンツの開発に携わった。
なお、上記の研究業務に携わる際には、昨年度に引き続き、本ＧＰの取り組みのスタッフである教員
からの指導を継続的に受けつつ、学習科学・認知発達心理学の知見を基盤とする自らの実践活動を、現
在の高等教育研究の中に位置づけていくために必要な研究方法の獲得をめざし、日々研鑽を行った。そ
の成果の一端は、ＧＰの成果報告やＬＡ対象の研修会、ＬＡを活用した授業コンテンツをとりまとめた
ハンドブックという形でとりまとめを行った。
それぞれ詳細は、3.1.1.2 LA の業務分析からみる業務の特徴と、7.1.1.1 ノートをまとめる、3.1.2.1.1.1
ファシリテーション研修、学内実施（9 月）、
「初年次教育におけるアクティブ・ラーニング型授業デザ
インブック」を参照されたし。
ｈ）新規業務
最後に、少数ではあるが、今後ＡＳが担当する業務となる可能性を含んでいると思われる本年度の新
規依頼の内容について以下 2 点、列挙しておく。授業やワークショップの実践報告の取りまとめ方につ
いての質問が寄せられるようになった点と学生の学習相談（スタディスキル、スチューデントスキル）
への対応を求める依頼の 2 点であった。

（３) 今後に向けて
以下、今後に向けて、２）で取り扱ったそれぞれの業務に関する課題と、｢ＡＳ｣という職域そのもの
がはらんでいる課題やその限界性について言及を行う。そして最後に、ＡＳの存在意義について考察す
る。
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ａ）授業に関する支援業務が持つ課題
まずは、先述した２）のａ) 授業デザイン、授業方法・技術、教材作成に関するアドバイザリー業務
に関しての課題について触れる。課題としては、支援依頼を受けた教員の所属学部に偏りがある点と、
学期を通じての継続的な支援スタイルの是非という 2 点を挙げたい。
まず前者の課題についてであるが、支援依頼は順調に件数を伸ばしているが、最終年度の支援に関し
ては、期せずして支援先が理工系学部の授業に集中した。これは、依頼者は“口コミ”でＡＳや教育開
発支援センターについて知る形が圧倒的に多いことによるものである。ここからの示唆としては、幅広
い学部の教員からの依頼を掘り起こすためには、ポスターやチラシ、ウェブページの掲載等の一般的な
周知活動だけでは不足であり、ＡＳだけでなくセンターへの信頼の醸成を伴うような周知活動が必要だ
ということであろう。とはいえ、“顔”が見えるような形での周知活動としてどのようなものがあるの
かについての明確な回答は持ち合わせていないのが現状である。粘り強く草の根的に模索を行って行か
ねばなるまい。
次に、学期を通じての継続的な支援スタイルの是非について言及する。これは、“このようなスタイ
ルでの支援活動では、件数をこなすことができない（コストが高すぎる）のではないか”という問題意
識から発生するものである。大規模私立大学における取り組みにおいては必ず議論の俎上に挙げられる
問題であるため、課題として取り上げた。しかし、ここではあえて、この問題意識については“退ける”
という姿勢を提案したい。なぜならば、本取り組みにおける授業支援業務の目標とするところは、従来
の授業形式からアクティブ・ラーニング型の授業形式への変化を支援するところにあるためである。つ
まり、無理なくアクティブ・ラーニングが促進されるようなデザインに授業を変化させていくためには、
授業を担当する教員だけでなく受講生にまでも、これまでに確立してきた“教え”“学び”の価値観の
変化を迫る必要がある。そのためには、さりげない形での導入や、従来の授業よりもじっくりと学びに
向かうためのしかけづくりを、粘り強く繰り返す必要があるのではないだろうか。よって、継続的に、
ある程度まとまった時間をかけることが必要にならざるを得ないという現状がある。よって、現状行っ
ているような授業支援のスタイルは、保持せざるを得ないという見解を持つに至った次第である。
とはいえ、事業規模を現行のような限定的なもののままでいくのか、ＡＳの規模を拡大するのかにつ
いては、早急に検討を行い何らかの方向性を選択することが必要であろう。
ｂ）ワークショップに関する業務が持つ課題
次に、２）のｅ）ワークショップデザインに関する業務についての課題に言及する。
今年度も昨年に引き続き、ワークショップデザイナーとしての業務に携わる機会が多くあった。しか
し、本取り組みも軌道に乗りつつある次年度以降は、ＡＳという業務に占めるワークショップデザイナ
ーとしての業務を減少させる方向に向かうのではないかと考えている。理由は、アクティブ・ラーニン
グを推進する母体である教育開発支援センターやＬＡのコンセプトが明確になりつつあり、それにより、
ワークショップのアウトソーシングが可能になってきたことが挙げられる。これはつまり、アウトソー
シングを行う際に重要である、コンセプトの明確な共有が可能となったということである。取り組みの
当初は、センターやＬＡのコミュニティのミッションでさえまだまだ模索中であったため、コンセプト
確立のために多大な時間をかけて粘り強く確認する作業が必要であった。そのような状況下において、
アウトソーシング先に、まだ完成していない確立中のコンセプトについて説明し共有することは困難で
あった。しかし、そのような困難はほぼ解消されつつある。そこで今後は、センターやＬＡのコミュニ
ティの硬直化や偏向を回避するためにも、常に模索を続けるダイナミックなコミュニティであり続ける
ためにも、コミュニティ内のスタッフがデザインを行うのでなく、より良きアウトソーシング先の探索
と、決定後の実施にむけての調整を行う作業にエネルギーを注ぐことが重要となるだろう。しかし、こ
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れはあくまでも本取り組みが“セカンドステージ”に進んだことによるものである。ただし、本取り組
み開始時のような混沌とした草創期には、内情に精通しているスタッフによるきめ細やかなデザインが
必要であると指摘しておきたい。
また、“ワークショップデザイナー”という認定を受けた専門家が必要であるのかどうかという点で
あるが、特にそうである必要性はないと考えるに至っている。なぜならば、“ワークショップ”という
学びの形式が急速に浸透し始めている現状があるためである。この現状は、参加者の抵抗感が薄れるこ
とを意味しており、ワークショップ導入の草創期には、抵抗感の強い参加者に“まず着席してもらう”
ための困難、つまり意識改革としての闘いが存在した。しかし、意識改革はもはや必要となくなりつつ
ある現在、特に専門的な過程を経た“ワークショップデザイナー”でなくともワークショップを実施運
営することが容易になりつつあると言えよう。以上がその理由である。
ｃ）｢大学院生｣であるＡＳ間の協働に関する課題
ここでは｢ＡＳ｣そのものが内包している課題について言及する。まずは昨年度に運営上の問題として
挙げていた、ＡＳ間における業務負担の偏りについて触れる。
この件に関しては、運営スタッフの配慮により、本年度はＡＳの担当業務の整理が行われた。各ＡＳ
が、それぞれの担当業務において、スタッフの教員・職員・学生と協働するという点では変更はないが、
ＡＳ同士が恒常的に同じ業務を担当することは無くなった。このことにより、業務負担の偏りは解消さ
れた。なお、昨年度は、この問題の要因をＡＳ間の著しいキャリア（職業に従事した年数、従事した職
種の数）の差という点にのみ求めたが、再度振り返ってみるに、ＡＳの専門とする研究分野が異なって
いたのならば、たとえキャリアという点で著しい差があったとしても協働が可能であったのではないか
という点に考え至った。それは研究領域が異なれば、誰が何をしたのかが明確になりやすいためである。
ＡＳが｢大学院生｣であり、人生を設計中の不安定な身上であることを踏まえるならば、｢誰が何に取り
組んだのか｣についてスタッフ間で恒常的に意識を持ち合い、整理を行う機会を持つことが、矛盾をは
らんでいるようではあるが、協働する上で必要な配慮ではないだろうか。ただし、これは行き過ぎると
ＡＳ間に過度の緊張をもたらし、この雰囲気が“三者協働”の場面にまで何らかの影響を与える恐れを
はらんでいることについても否めない。
以上のように、ＡＳ間の協働には、ＡＳが道半ばの｢大学院生｣であるが故の非常にナーヴァスな問題
が存在することをここに指摘しておきたい。
ｄ）｢ＡＳ｣という職域の限界性
最後に、｢ＡＳ｣という職域の限界性について以下 2 点、明確にしておきたい。
真っ先に思い浮かぶＡＳの限界性としては、やはり、ＡＳが研究活動において道半ばの｢大学院生｣で
あるため、業務の際に基盤とする専門領域について未熟であるという点が挙げられる。ただ、これにつ
いては、ＡＳ自身の厳しい自己省察と日々のたゆまぬ研鑽があれば、良い意味での謙虚さを保つことが
可能となるであろう。
しかしＡＳの最大の限界性は｢大学組織をメタ的に捉える視点｣や｢その大学組織固有の文化理解｣が
欠如しているという点であろう。これは、他のスタッフ（教員、職員）とちがい、ＡＳは大学組織の運
営に欠かせない各種会議に出席しておらず、その組織に固有の意思決定のプロセス等に触れる機会がな
いためである。このような視点や理解が欠如することが、なぜ特筆すべき最大の限界性であるかという
と、それは、ＡＳが支援する｢学びの営み｣は、あくまでも｢大学｣という実際に運営されている教育機関
の中の営みであり、隔離され統制された実験室や実験校として周知されている教育機関（例：教育大学
付属の初等・中等教育機関）で行われる実験授業ではないためである。そのため、ＡＳの提案は、現状
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にそぐわない机上の空論や理想論であるがゆえに、スタッフ（教員・職員）の顰蹙や失笑（時には怒り
さえ）を買うこともあろう。しかし、ＡＳに｢大学組織をメタ的に捉える視点｣や｢その大学組織固有の
文化理解｣を求めたところで、ＡＳにはそれを会得する機会は無いのである。
そこで、必要となってくるのは、こういったＡＳの持つ限界性をスタッフが理解し、その至らなさを
厳しく誹るという態度の前に、｢なぜそれが困難なのか｣｢なぜそれが実施不可能なのか｣について説明を
おこなうような懐の深さや根気強さを持つことが重要であろう。（勿論、ＡＳ自身も、頑なで強硬な態
度や自らの至らなさを省みない浅薄な態度を律する姿勢を保持し続けることが必要であることは言う
までもない。）しかし、これは、多忙なスタッフ（職員、教員）にとって、かなりの負担となることは
否めない。
ｅ）ＡＳの存在意義
では、なぜこのような限界性をはらんでいるＡＳが“機能する”瞬間があるのであろうか。それは、
おそらくその限界性に起因するものだと考えられる。つまり、｢専門領域に未熟｣であり｢大学組織をメ
タ的に捉える視点｣や｢その大学組織固有の文化理解｣が欠如しているという点は、視点を変えれば、既
存の枠にとらわれない発想が可能であるということを意味するのではないだろうか。
そしてまた、｢大学院生｣であることは、自らが｢学生｣として従来型の大学の授業に触れる機会が多い
ことも意味して折り、｢アクティブ・ラーニング｣において重要な要素である｢学生｣理解が他のスタッフ
よりも容易であることも期待できる。
硬直化した既存の枠に対して“ブレイクスルー”を行うためには、無知ゆえの無謀さが必要となるこ
ともあるのではないだろうか。勿論、ＡＳは教育分野を専門とする大学院生であるのだから、全くの“無
知”であるわけではない。このような非常に繊細なバランスを持ち合わせている点がＡＳという存在で
あり、そういったアンビバレンツな存在を内包している運営組織は、組織自体が波乱含みでゆらぎ続け
ざるを得ない。盤石に安定していない組織だからこそ、｢アクティブ・ラーニング｣のような明確な回答
を持たない学びの形を日々たゆまずに模索していくことが可能となるのではないだろうか。
“無謀を恐れずに”私見を述べるならば、以上がＡＳの存在意義としたい。

AS 活動報告③
（１）AS 今岡の 2011 年の業務内容
今岡の 2011 年の主な業務内容は、主に「LA に関する活動」
、「TA に関する活動」である。
１）LA に関する活動
最も中核となる活動は LA に関する活動であり、2011 年度は、主にリフレクションペーパーの管理と、
LA のコミュニティづくりの支援に重点を置いた。
a）リフレクションペーパー
LA が、勤務終了後に提出するリフレクションペーパーの管理を行った。2010 年度秋学期、LA は勤
務終了後に Web によるリフレクションを行っていたが、2011 年度春学期より、紙に直接記入しセンタ
ーに提出する形式にした。リフレクションペーパーは、勤務（授業）終了後、原則として 48 時間以内
に教育開発支援センターに提出するというルールを定めた。また、提出に際し、リフレクションペーパ
ーをコピーし、1 枚をセンターで保管、1 枚を授業担当教員との打ち合わせ用とした。管理業務として、
リフレクションペーパーの書き方の説明・助言、提出の確認、未提出者への督促連絡、非常勤講師への
送付を行った。また、リフレクションの内容にも適宜目を通し、LA と話す際の材料とした。
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b）LA のコミュニティづくりの支援
LA の活動の中心は授業であるが、異なる授業で活動する LA 同士の交流の機会は少ない。このため、
LA 同士の交流や知の共有を行い、LA が異なる領域への精力的な行き交いを促進するために、
LA は様々
な授業外活動を行った。具体的には、授業での活動をふりかえり他の授業で活動する LA と情報を知や
共有する中間ふりかえり会、アカデミックスキル研修を兼ねた合宿、学外 FD イベントへの参加等があ
る。アドバイザリースタッフとして、中間ふりかえり会の主催、アカデミックスキル研修・合宿の企画
の補助、学外イベント参加時の引率と事前準備・事後のふりかえりの補助等を行った。
２）TA に関する活動
本学の TA・SA 制度の改善を行うワーキンググループである「TS ネットワーク」に参加している。
2011 年度は TA 研修の企画・運営と、TA が自らの活動や工夫を文章にまとめる「TA 通信」の編集を
行った。

（２）活動に際して
2011 年度は、主に LA のコミュニティ作りに関する活動に時間をかけた。特に重点的に行ったことは、
授業外活動を企画・運営する際のフレームワークづくりと、下位年次生への波及である。LA が自主的
な企画を行う際の準備や運営は可能な限り LA に任せ、アドバイザリースタッフとしては、LA からの
報告や成果物、メーリングリストを通して進捗確認を行い、適宜、アドバイスや資料提供を行った。進
捗が遅れている際や、LA が見落としている点を指摘し、イベント終了後は必ず反省会やリフレクショ
ンを行うようにするなど、次回イベントに向けた成果物が残せるよう補助を行った。また、これまで、
授業外活動には同一学年の LA が多く参加する傾向にあったが、授業外活動に興味を持つ下位年次の LA
や、授業への勤務が無い LA を積極的に誘い、企画・運営に参画する様に促した。
今後は、上位年次の LA が、授業外活動の運営・企画のフレームワークを応用してイベントを開催し、
下位年次生へ継承していくことを期待している。
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７

アクティブ・ラーニングのコンテンツ

ア）スタディスキルゼミの科目内容紹介
全学共通科目「スタディスキルゼミ」は、本取組においてアクティブ・ラーニングが実践される科目
群の中心に位置している。スタディスキルゼミは、「ノートをまとめる」、「パソコンで学ぶ」、「新聞で
学ぶ」、
「プレゼンテーション」、
「レポートを作成する」、
「課題探求」、
「ディベート」の七つのテーマか
らなっており、少人数（上限 24 名まで）のクラスで、学部や学年を違える学生同士がグループワーク
を通じて密なコミュニケーションをとりながら授業が行われることに大きな特徴がある。
七つのテーマのそれぞれは別科目としてカウントされており、学生は自分のニーズに応じて複数のテ
ーマを履修することが可能である。スタディスキルゼミはもともと、初年次の学生が第一セメスターに
履修することを念頭に置いてデザインされたが、各学部ではすでにそれぞれの学部学生向けに初年次導
入科目が設けられていることに鑑みて、むしろ各学部の初年次導入科目と相互補完するための科目へと
その性格を変えていった。七つのテーマは難易度別に分けられ、たとえば受講生が初年度の第一学期に
学部向けの初年次導入科目をうけて、より発展的で高次なスタディスキルを身につけたいと考えれば
「課題探求」や「ディベート」を履修する、苦手と感じたりより学習したいと考えれば、「レポートを
作成する」や「プレゼンテーション」を履修する、学部向けの初年次導入科目よりもさらに基礎的な部
分を補強したければ、
「ノートをまとめる」、
「PC で学ぶ」、
「新聞で学ぶ」を履修する、といったように、
さまざまなヴァリエーションで受講することが可能となっている。
スタディスキルゼミのこのような性格の変化は、受講生の所属学部・学年も変化させた。もともと 2008
年度の科目開設以来、スタディスキルゼミは受講者数、受講希望者数が順調に増加し続けており、そう
したニーズの高まりに応える形で開設クラス数も増加させている。加えて、今年度は受講者数やクラス
数が増えただけでなく、受講生の所属学部も分散し、多元化が進んだ。さらに、スタディスキルゼミの
テーマが増えたことで、初年次学生だけでなく二年次や三年次の受講者数も増加した。これは、スタデ
ィスキルゼミが、
「初年次学生のための学習支援科目」から、
「四年一貫の学士課程を通じて学生が必要
に応じていつでも受講できる学習支援科目」へと成長したことを示すものである、と評価してよいだろ
う。また、13 学部を擁する総合大学である本学において、（学部の専門科目ではない）全学共通科目に
こそ求められる「他学部との学生との相互交流」の実現の舞台としての役割を、スタディスキルゼミが
担っていることも特筆すべき事であると思われる。単なる講義系の授業科目においては、仮に受講生が
多くの学部から集まってひとつの教室空間を共有していても、相互に意見交換する機会はそうはないの
が現状である。その点で、スタディスキルゼミの性格の変化がこの科目を、グループでの作業を通じて、
異なる学部、学年に所属する学生同士が自らの視点や視座を相対化する機会を得ることができる科目へ
と成長させたことも、ここで付言しておきたい。
さて、以下はスタディスキルゼミの履修者の推移を示している。スタディスキルゼミの履修者、およ
び履修希望者の増加、各クラスの充足率の向上、さらに、一年次生以外の学生の履修率の増加（一年次
生の割合の低下）が、この科目が所期の目的通りの性格を持った科目に成長を遂げつつあることを示し
ている。
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【表 1】
2010

ノート

ＰＣ

新聞

計

レポート

プレゼン

課題探求

ディベート

-

8+3(11)

11+3(14)

3+1(4)

5+3(8)

46

クラス数
春+秋

3+1（4） 4+1（5）

（計）
履修者数
履修希望
者数
充足率
一年次生
の割合

69

86

-

179

206

51

110

701

-

-

-

-

-

-

-

1042

71.90%

71.70%

-

67.80%

61.30%

53.10%

57.30%

63.50%

88.40%

84.90%

-

97.80%

94.20%

100.00%

89.10%

93.00%

4+4(8)

8+3(11)

11+3(14)

3+1(4)

5+3(8)

54

2011
クラス数
春+秋

3+1（4） 4+1（5）

（計）
履修者数
履修希望
者数
充足率
一年次生
の割合

91

109

161

226

265

66

169

1087

205

349

261

531

571

82

275

2274

94.80%

90.80%

83.90%

85.60%

78.90%

68.80%

88.00%

83.90%

74.70%

72.50%

61.50%

76.10%

70.60%

68.20%

76.90%

71.80%
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イ）
「スタディスキルゼミ」 テーマごとの授業内容
①

ノートをまとめる

１）授業の位置づけとねらい
スタディスキルゼミ(ノートをまとめる)は、大学で講義を受ける際に必要な“学びの技術（スキル）”
を習得するための授業であり、特にその中でも“ノートをとる” （以下、ノートテイクと表現する）
ためのスキルの習得をめざす授業である。また、本授業がねらいとしたのは、以下 3 点である。なお、
本授業の対象としては１回生をイメージしているおり、授業の形式としては少人数のゼミ形式を取って
おり受講生は 24 名程度である。
授業のねらいとしては、以下１～３を設定している。
【本授業のねらい】
１．中・高等学校までの授業ではあまり必要とされなかったが、大学の授業では頻繁に必要となるノ
ートテイクのスキルと、そのスキルを支えるメ
カニズムについて理解する。
２．“中・高等学校までの学び”と“大学におけ
る学び”（制度そのもの・学びのかたち・受講
生に求められる態度・教員の役割等）の違いに
ついて理解する。
３．課題作成やグループワークを通じて、１．２．
の理解を実践し、平素の他の授業での活用につ
いて試行する。
本授業におけるグループワークの様子

２）ＬＡの位置づけと役割
本授業においては４名のＬＡを活用した。ＬＡには、主に“授業参画型モニター”としての業務を依
頼した。これは、受講生と同様に授業を受講することによって得た気づきを、授業後の“ふりかえり”
の場において、担当教員やＬＡ仲間に共有することを主な活動としている。
授業後の“ふりかえり”は、授業翌日の昼休憩の 30 分間を活用し、教育開発支援センターにおいて、
ＬＡ４名と担当者の 5 名で行った。
ＬＡには「ＬＡリフレクションペーパー」という勤務報告書があるが、それに記入したものを持ち寄
る形ではなく、授業後すぐに個人的にブレインストーミング方式（付箋紙一枚につき一件の気づきをキ
ーワード程度に記入）で各自の気づきの文字化を行なうことを依頼しており、授業の翌日に行われる“ふ
りかえり”の場では、ＬＡが各自の気づきを記入した付箋紙を持参し、担当教員と他のＬＡと共有する
形を取っている。
ＬＡと担当教員間においては、授業内容に関する事前の打ち合わせ等は行っておらず、ＬＡは受講生
と同じ条件下で授業を受講し課題に取り組むことになる。よって、その際に得たＬＡ個人としての“気
づき”には、授業デザインや教材作成を行う上で貴重な指摘が多く含まれていることは言うまでもない。
特に、グループワーク等のアクティビティを伴う授業においては、授業デザインや教材の“学びづらさ”
や“教示の不明瞭さ”は、授業の進行を大いに妨げるものであるため、ＬＡによる指摘からもたらされ
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る示唆の重要性は計り知れない。
ただ、本授業におけるＬＡの特筆すべき点は、たとえ自らはそう感じていなくとも、１回生が多くを
占める受講生にとってのつまずき等の要因について、授業の中で受講生をじっくり観察した結果として
報告を行うことが可能である点であろう。
本授業において、ＬＡをグループワークの際のファシリテーターやリーダーとして用いなかった理由
としては、本授業は、多様な学生（学年・所属学部・学習習慣・学習歴・ノートテイクのスキルの熟達
度等）が受講するスタディスキル科目であるだけでなく、プレゼンテーションのように調べる・まとめ
る・スライド作成・発表スキルというように様々なスキルが複合するような学びのスキルではなく、
“ノ
ートテイク”という特化され抽出されたスキルを扱う授業であるため、グループワークを行う際に、す
べての受講生が個々の特性を持ち寄り多様な形で参加することが困難な活動を行う場合も想定される。
よって、ＬＡをグループワークの要に全面的に据えることは困難であると判断した。以上のような理由
から“授業参画型のモニタリング業務”を中心業務として依頼した。
なお、本授業におけるＬＡの役割が“授業参画型モニター”であるということは、授業初回のガイダ
ンスだけでなく、折に触れ受講生に周知した。これはグループワークの際に、ＬＡが所属しているグル
ープのメンバーがＬＡを“グループのリーダーである”と誤解し頼り過ぎてしまうことを回避するため
である。
また同時にＬＡが受講生の挙動を監視しているわけではないということも周知した。これらを裏付け
るために、ＬＡの授業モニタリングによって改善された教材やＬＡの提案によって考案された授業の工
夫に関しては、その旨を極力受講生に伝えるようにした。
参考までに、ＬＡの作成した業務報告の一部を紹介する（資料１）。

３) 授業のプログラム
以下に、本授業のプログラムを授業シラバスより抜粋し、以下に示す。
第１回 イントロダクション （グループ編成のための予備調査実施）
第２回 高校と大学のノートテイキングのちがいとは
第３回 大学におけるノートテイキングとは①
第４回 大学におけるノートテイキングとは②
第５回 大学におけるノートテイキングとは③
第６回 音声情報をノートにまとめる①
第７回 音声情報をノートにまとめる②
第８回 音声情報をノートにまとめる③
第９回 音声情報をノートにまとめる④
第 10 回 音声情報をノートにまとめる⑤
第 11 回 課題発表・共有①
第 12 回 課題発表・共有②
第 13 回 課題発表・共有③
第 14 回 ロジカル・リスニングとは①
第 15 回

ロジカル・リスニングとは②、全体ふりかえり

なお、詳細については、「初年次教育におけるアクティブ・ラーニング型授業デザインブック」を参
照されたし。
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４) 授業を終えて
本授業において、受講生の多くは、比較的前向きに授業に参加しているように感じられた。私語や立
ち歩き、携帯電話の操作に夢中になる等の態度は見られなかった。グループワークもほぼ問題無く行わ
れているように感じられた。課題の提出状況やふりかえり等のワークシートの内容もほぼ問題が無い。
コース中盤の第 10 講を過ぎる頃から、授業終了時のふりかえりワークシートに「ノートが変わってき
た気がする」や「段々自分にあったノートのとりかたがわかってきた」等、自身のノートテイクのスキ
ルの成長に手応えを感じるような受講生のコメントが増え始めた。コース序盤では「大学の授業でのノ
ートテイクはやはりわからない」、
「大学のノートテイクは奥が深い（難しい）」等のコメントが目立っ
ていたことから考えると、受講生にとってそれなりに手応えのある授業になっていると思われる。これ
もひとえに“授業参画型モニタリング”を熱心に行い、適切な示唆を与え続けてくれたＬＡによるもの
である。
しかし、ＬＡとは本来的には、受講生にとっての“ラーニングモデル”であり、自らの学習の軌跡を
受講生に伝える“メッセンジャー”であり、学習を支援する“ファシリテーター”の役割を担うものと
されている。当初は、（２）にて先述した理由から、限定的に“授業参画型のモニタリング業務”を依
頼する形でスタートしたが、結果的には 4 名のＬＡは、本来的なその 3 点の役割を果たすに至っていた
と考える。以下にその根拠を 2 点述べる。
本授業においてＬＡが、リーダーや世話役として目立った行動を取ることはない。しかし、彼らの教
室での立ち居振る舞いは、教室空間が落ち着いた学びの場となることに寄与している。具体例を挙げる
ならば、授業の個人作業時にＬＡは、
“至極当然のようにさっと”ペンと教材を手に取り作業を始める。
グループワークの開始時に彼らは、
“至極当然のようにさっと”荷物をまとめ席を立ち所定の場所に移
動をする。グループワークのテーブルでは、“至極当然のようにさっと”教材を広げ、マジックペンや
キッチンタイマーを手に取っている。本授業におけるＬＡには「始めましょうか」といったような声か
けを行うことを特に義務付けてはいない。また、前に出て模範例を披露することもない。しかしそうし
なくとも、彼らのこの“至極当然のようにさっと”学びにとりかかる様子が、他の受講生にとって良き
“ラーニングモデル”となり“メッセンジャー”となっていると考える。以上がその根拠の１点目である。
また、ＬＡが授業をふりかえる場において「この課題の○○の部分は（自分自身は問題なく取り組め
たが）初めて受講する人には少し難しすぎたのではないか」という形で発言することが多い。これは“フ
ァシリテーション”を行う際に重要なスキルとされている「相手の内面のプロセスを探る」スキルを授
業時間内に恒常的に用いて受講生を観察していると言える。このことからも、“ファシリテーター”的
な視点を持った彼らの活躍が本授業に行う貢献は大きい。これがその根拠の 2 点目である。
以上のように、本授業は、ＬＡによる“授業参画型モニタリング”によって毎時改善されている。ま
た、本授業は、彼らの示唆から生み出された授業進行上の工夫やより良い教材の蓄積があった上に成立
するものであり、彼らの存在抜きでは成り立ちえないものである 。
以上から、ＬＡは担当教員に受講生としての視点を提供しより良い授業開発に貢献し、グループワー
クのみならず教室空間全体を積極的な学びへと促す存在として、よく機能していたと考えられる。
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資料１

ＬＡによるリフレクションペーパー
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② プレゼンテーション
プレゼンテーションの授業では、
15 回の授業の中で PREP に基づいたプレゼンテーションを 3 回行う。
そのうち 2 回は、グループでのプレゼンテーションである。第 1 回目は、「大学生活を有益に過ごすた
めの場所（TOOL）について」発表をする。第 2 回目のプレゼンテーションは、
「環境問題・エコライフ、
災害・防災、食の安全、少子化、途上国の貧困問題、人権・差別問題、格差社会、教育問題、メディア
リテラシー、広告・表現」等から主題を設定してプレゼンテーションをする。しかし、2 回のプレゼン
テーションでは、発表する機会、発表を聞き発言する機会に限りがあるため、毎回の授業で 2 分間スピ
ーチをする機会を設け、発表態度や聞く姿勢を養いたいと考えた。ここでは、2 分間スピーチのねらい、
実施手順について紹介する。なお、LA は 2 分間スピーチにおける司会、コメント係を行った。

１）2 分間スピーチのねらい
2 分間スピーチのテーマ決定におけるねらい
１）グループワークの一連のプロセスを体験することで、グループワークにどのような態度で参加する
べきかについて自分なりの考えを言えるようになる。
２）ブレインストーミング、KJ 法などの思考を拡散、収束させるための方法を体験し、その方法につい
て説明できるようになる。
2 分間スピーチのつくり方・きき方におけるねらい
１）スピーチのつくり方を理解する。
２）スピーチをする側、スピーチを聞く側の立場から、2 分間スピーチをしやすい環境について説明で
きるようになる。
2 分間スピーチの実施におけるねらい
１）PREP 「（1）Point of View（自分の考えを述べる）（2）Reasons（その意見がなぜ正しいのかを示
す主な理由を挙げる）（3）Evidence or examples（根拠や具体例を挙げる。自分の意見を支える証拠
を残す）、 （4）Point of view, restated（再び自分の意見を述べる）
（中澤ほか 2007 111 頁）」の
構造を理解して、グループでのプレゼンテーション（説得型）における内容構成、発表に役立てるこ
とができるようになる。

２）プレゼンテーションを聞く姿勢を養う。

２）2 分間スピーチの実施手順
１）2 分間スピーチのテーマの決定
回
2

授業の流れ
① 2 分間スピーチのテーマ設定について説明をする（5～10）
・
「大学生活を有益に過ごすために必要な力」についてグループで考え、グループごとの発表を
もとに、クラス全体でテーマを決定する。
・
「グループで意見を出し合い、整理し、発表する」という一連の流れと実施方法について教員
が説明する。
・ブレインストーミング法、KJ 法についても説明する。
②グループで意見を出し合う
・付箋を活用して各自が意見を書く（5～10）
・学生は、「必要な力」と「理由」について説明をして、
模造紙に貼る。（10～15）
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必要な力

理由

③グループで意見を整理する
・KJ 法を活用して、グループの意見を整理する（適宜ペンなどを活用）（10～15）。
・最終的に 5 つ程度の「必要な力」を導き出す。
④グループの意見を発表する
・各グループの意見を報告しあい、各グループから提示された意見を整理し、クラス全体のテ
ーマを決める。（10～15）
⑤グループワークのふりかえり（10～15）
•「もっとこうすればさらによかった」
「ここをこう振る舞ったことはよかった」と思う事柄に
ついてノートに書き、数名が発表する
・教員からグループで意見を考え、整理する際に利用できるシンキングツールについて説明す
る。
（宿題）
1）「グループワークのプロセスを円滑に、質のよいものにするは、あなたはどのようにふるま
っていこうと考えますか？」についてCEASに投稿する。
2）Fish Born

Mind Mapなどのシンキングツールについて調べて、アイデアを整理するツー

ルについて調べ、その内容や利用意図について次の授業で発表する。
２）2 分間スピーチのつくり方・きき方
回
3

授業の流れ
①2 分間スピーチのつくり方について説明する
・PREPに沿った形でのプレゼンテーションについて説明する。（10）
・PREPを活用して、スピーチの例を提示
1. テーマ：私は「

」について話します／大学生活を有益に過ごすためには「

」

が必要だと思います
2. 背景、問題意識：なぜなら、「

」には、「

3. 根拠となる考え、例示：例えば、「
「

」と思うからです

」ということがいえます／そのためには

」が必要だといえます

提案：皆さんも…（提案）してみませんか。／私は…（行動目標）をしたいと思います。
②LAによるスピーチ見本（15）
・LAがスピーチをし、受講生がコメントをする。
・コメントシートを全員で閲覧して、コメントシートの自由記述の書き方について考える。
③2 分間スピーチを実施しやすい環境について考える（20）
・付箋を活用し、以下のテーマについて各自意見を書く。
「テーマ①人に興味を持って 2 分間スピーチを聞いてもらうためには、どのようなことに気
をつけてスピーチをしようと考えるか」
「テーマ②自分が 2 分間スピーチをしやすい環境とはどのような場だと考えるか」
・自分の意見をグループのメンバーに伝え、付箋を模造紙に貼る。
・グループで付箋を整理する。
・グループの考えを他のグループに紹介する。
（宿題）
・他の受講生の意見を踏まえ、2 分間スピーチを実施しやすい環境に関する意見を CEAS に投
稿する。
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３）2 分間スピーチの実施
回

授業の流れ

授

①2 分間スピーチをする。

業

・コメントを聞いている学生は、発表態度に関してコメントをする学生と、内容構成について

冒

コメントをする学生にわけ、発表者ごとに交代する。

頭

②スピーチへのコメントをする。

10

・学生からコメント、LA からコメント、最後に教員からコメントする。

分

（全体で 10 程度）

３）2 分間スピーチの効果
授業回を経るにつれて、学生のコメントの質が変わってくる。最初は、声の大きさや目線に対する発
表態度に対するコメントが中心となるが、後半になると、スピーチの構成について PREP に基づき「理
由が不十分だ」とか、「根拠が足りない」といった意見を言えるようになってくる。そうすることで、
グループでのプレゼンテーションの構成においても、内容構成に関するコメントが言えるようになって
くる。
また、毎回、授業冒頭にスピーチがあると、「いまから授業が始まる」という、授業に参加する意識
や態度の形成に役立てることができる。また、発表者へコメントし、フィードバックをすることで、聞
く態度の育成にも役立っている。

③レポートを作成する
スタディスキルゼミ（レポートを作成する）における LA 活用の実践報告
関西大学非常勤講師

藤原崇人

◆ 授業の概要
この授業ではレポート作成における基礎力の獲得・向上に眼目を置き，資料収集や文章作成上の決ま
り事を学ぶと共に，受講生がそれぞれの思考を整理して提示できるようになることを目指した。授業に
おける主な取り組みは以下の通りである。
①基礎的文章力（語彙力・文章構造など）の確認〔個人作業〕
②図書館を利用した資料収集とブック・レビューの実践〔個人作業／グループワーク〕
③ブレーン・ストーミングと KJ 法の訓練〔グループワーク〕
④思考の整理と提示（口頭発表）〔グループワーク〕
⑤思考の整理と提示（文章化）
〔個人作業〕
この授業の核は④と⑤である。レポート作成をはじめとする思考の文章化においては，その実践に向
かう準備として口頭で発表を行うことが思考内容の整理・見直しに効果を発揮すると考えた。したがっ
てこの授業では⑤に先立って実施した④の占める位置が非常に大きい。④と⑤の内容としては，受講生
はテーマ（1 回目は筆者が提示，2 回目は受講生が任意に設定）に関してグループ毎にブレーン・スト
ーミングと KJ 法を活用して意見をまとめ，それを教室内で発表した。受講生は各グループの発表内容
に対するコメントを用紙に記入して筆者に提出，筆者はそれをとりまとめて次週の授業時に発表し，受
講生はそのコメントを参照しつつ発表内容を文章化した。筆者はそのレポートを回収して添削し，次週
の授業時において各人にコメントしつつ返却した。
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◆ LA の行った活動
この授業では 1 名の LA を活用した。とくにグループワークにおいては，特定のグループに常時関与
するのではなく，教室を適宜巡回し，クラス全体の進捗状況に目配りすることを求めた。LA は自らの
判断において各グループに関与し，議論の進め方や意見のまとめ方そして発表の方法などについて適宜
アドバイスを行った。そのアドバイスは「こたえ」を提示するのではなく，そこに至る「きっかけ」な
いし「道筋」を示すことを心がけた。
各グループの発表に対しては LA も受講生同様にコメントを記入し，筆者はそのコメントも受講生に
還元した。
◆ 担当教員の感想
筆者は担当 LA とミーティングを重ねるなかで，彼の意志と性格を自分なりに把握し，その顕著な「主
体性」と「積極性」を活かすべく，授業においては上述のような役割を設定した。LA の自主性を多分
に尊重したかかる役割の設定は，当然ながらその LA の内面性によるところが大きく，これを読み間違
えると機能不全におちいる危険性もある。そのため LA の活用には，まず教員が積極的なミーティング
を通じて担当となる LA の意志と性格をできうるかぎり把握しておくことが必要となろう。
筆者の担当 LA は教員と受講生のあいだをつなぐパイプとして積極的にクラスにとけこみ，グループ
ワークの際には，各グループの性格や長所，作業の進捗状況や抱える問題点などを把握し，それを筆者
に正確に伝えてくれた。この情報を下地として筆者は各グループに対する指導をスムーズに行うことが
できたと考えている。

④

課題探求

※『関西大学高等教育研究』第 3 号より

Active Learning の理論と実践に関する一考察
LA を活用した授業実践報告 （３）
三

浦

真

琴

１．
PBL 型授業におけるデザインの模索
この数年の間に PBL1（Problem Based Learning ならびに Project Based Learning）型の授業を展
開する大学が著しく増加している。
『大学の実力 2012』によると回答を得られた 620 大学のうち、全学
で PBL を実施している大学は 29.4％、全学展開には至らないが半数以上の学部で実施している大学は
11.3％、実施しているが全学部の半数には満たない大学が 15.5％、実施していない大学が 43.9％との調
査結果が得られており、過半数の大学において PBL 型の授業がなんらかの形態で実施されていること
がわかる 2。
数字だけを見ると PBL 型の授業が活況を呈してはじめているように感じられるが、学生時代に PBL
型の授業を受けたことがある現職教員の数が少ないため、その設計や実施に当たっては模索や試行が重
ねられていると考えられる。
「PBL の実施方法に関する論文や書評はまだ少ないため、PBL を実施して
いる大学の多くは、限られた情報の中で、自前で設計し、実施しているのが現状である」（PBL 教材洗
練 WG、2011）と指摘される背景には実践担当者の経験値の低さもあると考えてよい。
報告者も学生時代に PBL 型の授業を受けた経験がない（ゼミナールは除く）。さらにこれまで大学で
PBL 型の授業を実践したこともなかった。つまり PBL とは全く無縁の人間が PBL 型授業を担当する
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ことになったのである。まさに何を模索すればいいのかさえ分からないまま、それでもなんとか自前で
設計し、実施してはそれを修正することを繰り返している。本報告はそのような試行錯誤の途次にある
PBL 型の授業において、そのデザインをどのように修正し、LA をどのように活用するに至ったかにつ
いて、「スタディスキルゼミ（課題探求）」のコースをケースとして述べるものである。
当該科目はスタディスキルゼミの名の下に開講される複数のコースの一つである。この科目ではテー
マ（課題・problem）に関する調査や分析に必要な技法・知識（スタディスキル）の習得のみならず、
課題の選定や探求の展開についての入念な検討、その結果に対する他者の理解あるいは共感の程度への
思量、さらなる「問い」の創出に対する熟慮、すなわちある種のシンキングスキルの体験も視野に入れ
ている。
これらのスキルは個人・グループのいずれをベースにしたワークを通じても得られると考えている。
したがってコースのデザインに当たって、全てのモジュール（クラス）を個人ベースの探求を基調とし
て展開するか、同様にこれをグループベースで進めるか、モジュールもしくはクラスによって個人ベー
スもしくはグループベースのいずれかを選択しながら、コース全体のプログラムとしては受講生が必ず
両者を体験できるようにするか、あるいは受講生の意向を尊重してどのクラスでも両者の併用を可とす
るか、いくつかのバリエーションが考えられる。
報告者はここにいたるまで個人ベースのみのコースと、グループベースのモジュールならびに個人・
グループベースの併用を認めたモジュールのあるコース、都合二種類を提供してきた。すなわちそこに
デザインの修正・変更があったということである。

２．
個人ワークベースで展開したコースの素描
当初の「スタディスキルゼミ（課題探求）」では個人ベースのみのコースを展開してきた。蓋し、課
題の選定・設定やその探求という作業は基本的には個人で取り組むものだと考えていたからである。
初回の授業では本コースのねらいとねがいについて説明した上で、課題を身近に発見することの意味
を科学史からいくつかの事例を引いて伝える。さらに「欧米の大学が９月始まりであるのは何故か」
「日
本人の主食である米を新聞では何故カタカナ表記にしているのか」など、身近に探せる課題の具体的な
例を呈示する。例示した課題については、それぞれの理由については解説せずに、どのようなアプロー
チを試みれば求める答えに近づくことができるか、そのヒントを授ける。前者においては「世界初の大
学は、いつ、どこに発祥したのか」、後者においては「カタカナの意味（より具体的には片仮名の片の
意味）を知ること」や、「いつ頃から米がコメと表記されるようになったかを新聞に当たって調べてみ
ること」をそれぞれのヒントとした。すなわち、当初の課題の中に新たな問いを発見する、あるいは当
初の課題を複数の問いに分解する必要について説明する。
以上のインストラクションを終えた後、以前の授業科目（スタディスキルを身につける）で学生が取り
組んだテーマを紹介する。以下に本科目において学生が取り組んだ課題のいくつかを示しておく。
表 1 スタディスキルゼミ（課題探求）における過去の取り組み例（一部）
阪急の特急が池田駅に停車する理由

ツバメの巣

なぜ大阪人は社交的なのか

波の高さのナゾ

進学地図のナゾ

茶色のナゾ

雑誌の発売日のナゾ

エスカレーターのナゾ

キーボード配列のナゾ

二千円札は何処に消えたか

牛タンのナゾ

共通語と方言のナゾ

血液型へのこだわり

日本人の弁当へのこだわり
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再利用のナゾ

課題探求のプロセスならびに成果についての報告は第４回目のクラスから始まるので、それまでの間
に取り組む課題を探しておくことを宿題とする。第４回目のクラスで発表する学生は課題を探すだけで
はなく、早くも探求の作業に着手しなければならないので、クラスの中に心地よい程度の緊張感が保た
れるようには留意する。なお、第４回目のクラスから学生の発表をはじめるのは、定員が 24 名である
ため、一回のクラスでの発表人数を２名にすると 12 回のクラスがプレゼンテーションに充てられるこ
とになるからである。一回のクラスでの発表人数を２名より多くすると、発表の後の質疑応答やリフレ
クションのための時間が圧迫されるので、この設定はやむを得ないものであった。
受講生は初回から第３回目の授業にかけて自ら探求する課題を探すことになるが、その候補について
は第２回ならびに第３回のクラスで公表し、教師ならびに他の受講生からの意見あるいは反応を見た上
で採択あるいは修正もしくは再発掘をする。このことには他の受講生がどのようにして課題を発見した
か、その経緯を複数知ることで自らの課題設定への貴重なヒントが得られるという意味がある。受講生
が全員の課題を共有するとはそういうことである。
教師によるインストラクションだけでは受講生が具体的なイメージを抱くのが難しい場合もあるの
で、第２回目のクラスにおいて LA にプレゼンテーションをしてもらう。その課題は以前に取り組んだ
ものでも、それをさらに進化させたものでも、新たに発掘したものでもよい。受講生が課題の発見と、
その探求のプロセスに魅力を感じるように、楽しく伸びやかな発表をしてもらう。
第２回目の LA によるプレゼンテーションの後と第３回目の授業では、先述したように受講生は自ら
の課題を決定しなければならない。その選定・決定については課題の候補が示された時に、教員のみな
らず LA もコメントをする。教員よりも LA のコメントの方が受講生の心や頭に訴えるものが強いと感
じることが多かった。
第４回目からは受講生によるプレゼンテーションが始まる。発表の後には質疑応答の時間を設けるが、
初年次学生はなかなか積極的に質問をすることができない。ここで LA に適切な質問をしてもらい、そ
れを誘い水にしようと考えた。発表者も教員から質問されるよりは、LA に質問される方が緊張感も小
さく、答えやすいように見える。また案に違わず LA からの質問を皮切りに受講生から質問が続々と出
ることもしばしばである。
毎回２名の発表と質疑応答が終わった後は受講生に感想やコメントを書いてもらう。LA も同様にそ
れぞれのプレゼンテーションについてコメントをする。それらのコメントは毎回印刷して受講生に届け
る『スタスキ通信』に掲載する。
この科目における受講生のミッションは、自分で課題を発見し、その課題について調査分析をすすめ、
その成果を発表することに留まらない。自分と同じように課題の発見から探求の作業、そして発表に至
る他の受講生の知的なプロセスを数多く見聞きすることで、そのプロセスに関する情報や知見を得て自
らのそれを豊かにすることが求められている。したがって自分の発表が終わっても受講生は他の受講生
の発表に真摯に聞き入り、質問をしたり、感想を述べたりしている。とはいえ、一回の発表を終えた後、
リフレクションはするものの、それを活かしてリファインしたものを発表する機会が与えられない。そ
のことを遺憾に思う学生がいないとも限らない。また、LA がモデル・プレゼンテーションと質問ある
いはコメントにしか関わらないのも人材活用の観点からすればいかにももったいないし、活動してくれ
る LA に対して申し訳ない。そこで受講生が複数回、せめて二度は課題の探求ならびに発表に関われる
ように、授業のデザインを修正することにした。

３．
グループワークベースで展開したコースの素描
当初、個人ワークをベースに展開していた授業から一足飛びにグループワークをベースとした授業に
移行したわけではない。その途中には個人ワークをベースとしながらも、例えば課題の選定作業に当た
ってはグループワークを採用するなどのマイナーチェンジを施してきた。しかし、それを逐一報告する
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と煩雑になるので、2011 年度春学期において実施したメジャーチェンジについてのみ言及する。
３－１

モジュールに関する情報

スタディスキルゼミ（課題探求）の科目では、グループワークを主体とする場合にはコースを４つの
モジュールに分けている。ただし、これはあくまでも原則としての期数であり、状況に応じてモジュー
ルならびにクラスの数は増減する。
第１モジュールは２クラスからなり、イントロダクションと LA によるデモンストレーション（プレ
ゼンテーション）をおこなう。さらに第２モジュールに発表する「探求すべき課題の候補」を２週間か
けて模索するように伝える。
第２モジュールのクラスは１回であり、ここでは受講生各自が考えたか、もしくはグループの中で話
し合ったもの、あるいはその両方を「探求すべき課題」の候補として公開し、その適否を他の受講生の
反応あるいは意見などを斟酌しながら判断した上で必要に応じて修正し、場合によっては変更し、決定
する。
第３モジュール・第４モジュールともにグループによる探求と発表に６クラスずつをあてる。つまり、
どのグループも全コースの中で２回のプレゼンテーションをおこなうことになっている。
３－２

授業（モジュールもしくはクラス）のねらい

第１モジュールでは、高校を卒業するまでにつくられた「勉強」の習慣、スタイルを大学において求
められる「学習」の習慣、スタイルへと転換する意義と必要について説明し、それを体験することがこ
のコースのねらいであり、その習得への一歩を踏み出すことが科目担当者のねがいであることを伝える。
そのことが自然にできるようになるためには、不自然なほどの努力が必要であるが、その先に「楽習」
が待っていることを併せて伝える。
第２モジュールでは、探求の対象として選定する課題が独善的なものにならないように思慮を働かせ
る必要を説く。独善から解放されないと知的好奇心に広がりと奥行きが生じないこと、広がりや奥行き
が生じないと課題を設定した当人でさえ探求の楽しさから遠ざかってしまうこと、楽しさを伴わない探
求作業は、その過程や結果のいずれを問わず他者の共感や理解が得られるものにはならないこと、これ
らのことを認識するように、換言するならば「課題」の社会性（あるいは公共性）を意識するように導
くのが、このモジュールのねらいである。
第３モジュールでは、設定した課題の探求方法等について、グループで十分に討議を重ね、探求に必
要な技法を体験すること、さらに役割を分担し、得られた知見や情報の確認や共有を発表に至るまでに
蓄積するなど、この作業の有する社会性を体感することがねらいである。さらに発表した内容がいかほ
どの共感と理解を得られたのかについて省察し、次なる探求へのヒントを発見することも科目担当者は
願っている。
第４モジュールでは、二度目の課題探求ならびにその経過及び成果についての発表をおこなうが、一
度目の経験で得られたことを十分に活かし、それを新たな探求と報告に反映させ、前回に比してさらに
奥行きと広がりのあるものとすることをねらいとしている。
３－３

授業の展開：授業内容・教育方法

本科目は多くの受講生にとっておそらくは初めて体験する形態の授業であるので、第１モジュールで
は一般的なガイダンスはおこなわない。授業形態の意義やねらいについてさほど言及することなく、専
ら授業内容についてのみ概説するガイダンスは本科目においては意味を持たないからである。その様子
を伝えるための記述が他のモジュール・クラスに比べて長くなるが、モジュールやクラスによって授業
内容に軽重の差があるということではない。基本的には個人ワークをベースに展開していたコースとコ
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ンセプトにおいて違いはないが、個人ワークベースの時に比べるとその説明に充てる時間が長くなって
いる。
第１モジュールでは、教師によって提供される知識を習得すること（知識の転移）によって手にする
ものは、
「学習者自身にとっての真理（my version of the truth）」ではなく、
「教授者にとっての真理（his
or her (i.e. teacher’s) version of the truth）」であり、しかも多くの場合、その断片にすぎないことに気
付かせる。一般に「教授者にとっての真理」を断片として蓄積する、あるいは蓄積しながら全体を把握
しようとつとめて試みるのが勉強であるが、これを本人にとっての真実として探求し、体系や構造、連
関の中に位置づけながら自身の知識として獲得していくことが学習であることを説明し、「大学生は勉
強をしてはならない、学習をこそしなくてはならない」と伝える。
高校を卒業するまでの間に習慣となり、自明視あるいは等閑視するに至ってしまうのは、このような
「勉強」だけではない。高校を卒業するまでの長きに亘って、
「問い」には必ず正解が一つあり、
「問い」
と「答え」のあいだ（時間）が短いほど美しい、あるいは善であると教えられてきた（かもしれない）
が、「答え」は必ずしも一つとは限らないこと、場合によってそれは変動（変位）すること、あるいは
「最適解」のない「問い」も存在すること、それは系の文理を問わないこと、それを知っておくことが
大学での学びにとって、ひいては社会人として歩んでいく際に必要であることを伝えた上で、何より肝
要なのは「問い」そのものを自ら創出することにある、先人達はそうやって「自身にとっての真理」に
接近し、あるいは獲得し、さらにはそこに修正を加えてきた、これらのことも併せて説明する。
以上を体感するために、自身の身近に課題を発見し、それを自らにとっての真理として獲得する必要
性と可能性を勘案したプロセスをデザインするように促す。促すだけでは具体的なイメージを描くこと
が難しいので、既習者の取り組んだ事例をいくつか紹介する。ただし、その事例については基本的には
タイトルだけを示すが、場合によっては簡単な解説を付すにとどめ、受講生が想像力を働かせる機会を
奪わないように配慮する。
課題探求の手法に関しては、探求作業に入る前に、歴史と比較の視点が有用であることを一つの例題
によって示す。個人ワークをベースに展開したコースでも用いたが「欧米の大学が九月始まりであるの
は何故か」という問いである。ここでは答えを得ることではなく、どのような観点から何を調べていく
と答えが得られるのか、答えに近づくことができるのかを考えさせる。即ち、先の問いを「世界で最初
の大学は何月に始まったのか」という問いへと変換すること、換言するならば「問い」の中に、より根
源的な「問い」を発見することの意義に気付かせる。
学生にとって「大学」は身近なものであるが、「大学史」というジャンルが存在することを知ってい
る学生はほとんどいない。それが学問の一分野として定立していることなど思いも寄らない。そのこと
に触れた上で、およそ学問は身近なところにあるものやことへの疑問から始まっていることを、科学史
を少し引用しながら説明する（なお、新聞における「米」のカタカナ表記の問題については触れる時間
がなくなったので割愛している）。
「問い」を自分で作り出すことに対して、それを卑近であると感じて戸惑いを示したり、最終的にた
どり着く答えのかたちが見えないことに不安を覚えたりする学生もいるが、その卑近感や不安感は教科
書（的な安心感）に支配されてきたことの証左であり、いずれ克服できるものであることを伝える。よ
り具体的には先述したように既習者がこれまでの授業で取り組んだ課題を示し、そのいずれもが少なく
とも一つの、多くの場合、複数の学問領域と関わりを持つものであり、したがって課題を探求すること
によって、学習者は必ず学問の名前と存在を知る、あるいは接する、場合によっては深く沈潜する機会
を得ることを理解してもらう。
自らの課題を決定する第２モジュールに備えて、第１モジュールの第１回目のクラスから候補選定の
ための時間を設ける。個別にその作業をさせるよりもグループの中でメンバーが相互にダイアローグを
しながらの方が、自分とは異なる視点や見解の存在を明確に意識することができ、課題の発見作業に知
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的な刺激を感じることができる。それがダイアローグという手法を用いる理由である。もちろん、既習
者の取り組んだ課題の例示もよい刺激となり、マスコミ的なテーマ、お手軽な課題は登場しない。
第１モジュールの第２クラスでは LA によるプレゼンテーションを用意する。原則として LA は当該
科目の既習者なので、受講生は先に紹介した取り組み事例をライブで見ることができる。LA が既習者
ではない場合でも、科目のコンセプトは伝えてあるので（場合によっては本科目の既習者であるがこれ
を担当していない他の LA と情報交換をする時間もあるので）、そのプレゼンテーションは既習者 LA に
比しても遜色はなく、受講生にとって良きモデル、佳き刺激となる。LA ならびに受講生にはプレゼン
テーションの完成度が問われるのではなく、課題の選定理由や探求方法など、スタートラインとプロセ
スにこそ重要な意味があるのだとの注意を促すようにしている。このほか、受講生が取り組む課題の候
補についてのダイアローグを展開する時間もこのクラスに設けてある。LA によるプレゼンテーション
を見ることによって、受講生は課題設定の意味、探求作業の展開の可能性や方向性などを、より具体的
に、身近に感じることができる。
第２モジュールは、第１モジュールから検討を重ねてきた課題候補の中から、四半期をかけて取り組
むものを決定する。選択・決定に関して LA はグループにおけるダイアローグにファシリテーターある
いはメンターの役割を帯びて参与するが、科目担当教師はこれに直接には関わらず、少し距離を置いた
ポジションをとる。例えば「その課題を探求する意味を誰と共有できるのか」「それは既に多くの先人
によって取り組まれた課題である。新しさはどこに求められるのか」など、やや辛口のコメントを付し
たいところ、それを抑え、やんわりと再考を促すようなメッセージをバーバル・ノンバーバルのいずれ
を問わず伝えることがある。
しばらくの時を置いてグループごとに決定したテーマを発表する。それは他のグループの課題を知る
と同時に、自分たちのテーマが他のグループに知られることである。それは課題、すなわち「問い」の
魅力を予感する時であり、他の魅力との比較をする時でもある。他のグループの魅力に負けないように
と、自身のグループの課題に魅力を再発見し、あるいは確認し、それを探求のプロセスやアウトカムに
反映させようと、メンバーは結束を固める方向を見いだす。つまり、グループは「問い」を核にメンバ
ーがつながりを深め、チームへと進化する第一歩を踏み出すことになる。このモジュールではそのこと
に気付かせるのが教師の役割である。
第３モジュールは６クラスからなるが、このうち後半の３クラスは発表ならびに質疑応答に割り当て
られるので、探求作業に費やせるのは３クラスのみである。時間的に制約があるので、第２モジュール
では、探求するテーマを決定し、公表した後、作業日程のプランニングに入る。段取りの早いグループ
はこの回から図書館へ情報収集に出かけることもある。メンバーが一堂に集うのは原則として週に一回
なので、互いに連絡を密にとるように注意を促す。
第３モジュールの前半３クラスは探求作業にあてる。一週間のうちに収集した情報を持ち寄って検討
を重ね、考察を深めるグループもあれば、図書館や IT センターに情報収集のために出向くグループも
ある。あるいはインタビューやアンケートを企画し、実施に入るグループもある。このモジュールでは
LA も教師も原則として教室にいる（LA の人数がグループと同数の場合には、各グループに１名ずつ
LA を配置することができるので、教室外での作業に LA が同行することは可能である。しかし LA の
母数や時間割の関係でそれが実現されたことはない）。LA は教室で探求作業に勤しむグループに助言を
与えたり、質問を投げかけることによって課題の勘所に気付かせたりするばかりか、調査等に出かける
グループにアドバイスをしたり、教室に帰ってきたグループに作業の進捗状況を尋ねたりもする。
後半の３クラスは１回につき２グループずつ発表をおこなう。他のグループにはその発表に対して授
業中に可能な限り質問をするように求める。質問がなかなか出てこない場合には LA が次の質問を出し
やすいように配慮しながら適切に発問する。
グループによる発表のあと、発表者以外の受講生はその日の発表についての感想や印象をミニッツペ
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ーパーに書く。それらは全て『スタスキ通信』に掲載し、教師からのコメントを添えて次のクラスで配
付する（『スタスキ通信』はグループによる報告・発表のあるモジュールに限らず、毎回作成し、配付
している）。このモジュールの最終クラスでは教師からモジュール全体の感想を述べ、次のモジュール
をより充実させるためのヒントとする。
第４モジュールも第３モジュールと同様に、前半の３クラスは探求作業に、後半３クラスはグループ
による報告・発表にあてる。第３モジュールとの違いは、課題に関して大きな枠組みを与えることであ
る。2011 年度春学期には「日本で初めての…」という枠組みの中で課題を求めるように指示を与えた。
第３モジュールで体験したことが、その後も活用できるものであることを実感してもらうためである。
一般的には与えられた課題探求の演習を経てから自由に設定した課題の探求へと進むのが自然である
と考えられるかもしれないが、「問い」の創出をねらいの一つとしているこの科目では、与えられた枠
組みの中であっても自身の関心を新たに発見することの意義と可能性を尊重している。換言するならば、
そこに枠組みが用意されているいないにかかわらず、自身の知的関心を掘り起こしていくことによって
「問い」を自分自身のバージョンとして創出することが可能であり、そのようにして発掘した課題を探
求していくことが「自身にとっての真理」への接近体験となる（ことを理解してもらう）ようにデザイ
ンしてある。以下に「日本で初めての…」という枠組みの中で学生たちが取り組んだテーマを示す。い
ずれも報告が受講生にとっても科目担当教師にとっても刺激的であったことを付言しておく。
表２

与えられた枠組み（「日本で初めての…」
）における取り組み例

日本人初の女医

日本人初の女性弁護士

日本人初の女性映画監督

日本人初の女性騎手

日本最初の女子サッカーチーム

日本人初の女性指揮者

なお、次回以降、同じ枠組みのもとでの課題設定を求めるか、新しい枠組みを与えるかは現在検討中
である。

４．
これまでの取り組みから得られたこと
前身の「スタディスキルを身につける」をあわせると６期目の担当となるが、学生時代に同趣の授業
科目をゼミとは別に受講した経験がない教師にとって、この科目の運営は試行錯誤の連続である。その
挑戦と失敗について綴った方が情報としては価値があるのかもしれないと思いながら、自身の取り組み
から得られたものについて、ささやかではあるが記しておきたい。
初年次学生の、時としてたどたどしい足取りに思わず手を貸し、口を出したくなることもあるが、そ
れを抑えることが肝要であると思う。手取り足取りでは active learning に向けての脱皮はなかなか覚
束ない。課題の設定から調査・分析、そして発表に至るまで、すべてのプロセスに教師が深く介入する
ことを自制し、学生の自主的な学習にゆだねることは、学生が自身の活動を認められていると感じる機
会を提供することになり、学生の自信そして教師との信頼感の基盤を構築することにつながる。学生の
レ ポ ー ト

ラ ポ ー ル

不足不備を逐一reportするよりは、学生との間にrapportを築くこと、これが学習における主体性を支え
るものである、そのような印象を持っている。とはいえ、全くの白紙状態で知的探求の旅に送り出すわ
けにはいかない。知的探索にもある程度の旅支度が必要である。教師がどれほどその支度を手伝えばよ
いのか、その程度を見極めるのがなかなかに難しく、遺憾ながら会得したとは言い難い。したがって試
行錯誤はまだ続くが、LA のおかげで教師による錯誤は間違いなく軽減していると感じることができる。
この LA の主体性、LA との信頼関係についても学生と同じことが当てはまる。LA は教師のコピーで
も、ミニチュアでもない。したがって教師がそれまでに実践していたことの一部を LA に担当させたり、
教師の意向を伝えるメッセンジャーの役割を分担させたりするのではなく、LA が自身の経験や考えに
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基づいて行動するのを見守り、あるいはその行動を可能にするためのサポートをすること、それが教師
の役割であると考えている。
そのほかにグループワークの効用を実感できたことも効果の一つである。課題探求は個人の作業であ
るとの先入観を持つ学生は多いが、そこに社会性や公共性が存在することに気付かせるためにグループ
ワークは有効であるとの印象を持っている。そのグループワークをつつがなく展開するためには、グル
ープを編成したあとのアイスブレイクに十分な時間をかけるなどの配慮が不可欠である。
いまひとつは、自由と束縛の体験の効用について、その順序をデザインする必要についての仮説を得
られたことである。高校を卒業するまでに培われてしまった「勉強」の習慣を解き放ち、「学習」のハ
ビトゥスへの一歩を踏み出すように導くためには、少しずつ「勉強」の習慣を構成しているものをはい
でいくよりは、それらがない状態を学生に体験させ、その後に束縛や制限のある状態で学生に腕試しを
させる方がよい。その方が束縛や制限の意味を理解できるし、理解できるからこそ、それを突破する可
能性について考えることができるようになるからである。

註
1 IBL（Inquiry-Based Learning）や TBL（Task-Based Learning）と PBL との関係について、本質
的には変わらないとする立場の実践者あるいは研究者がいるが、本論では Spronken-Smith ら（2008,
p.75）にしたがって PBL は IBL の部分集合（subset）という立場をとる。PBL 型の授業では教師が
guiding questions を用意するのが常であるが、本論で紹介する授業実践においては questions そのもの
も学生が発見・発掘することを求めているため、一般的な PBL よりは IBL 型の授業に近いと考えるか
らである。とはいえ、PBL、IBL のいずれも Active Learning に包摂される概念であり、手法であるこ
とについては Spronken-Smith らの主張と同じ考えを持っている。
2 前年の『大学の実力 2011』によると、PBL 型の授業を全学で実施した大学の比率は 45.1％、半数
以上の学部で実施した大学は 14.5％、半数未満の学部で実施した大学は 16.2％である（有効回答数 592
大学）。すなわち 75.7％の大学において、なんらかの形で PBL 型の授業が展開されていたことになる。
ところが、その翌年の調査と比較すると、PBL 型授業を全学展開していた大学は 85 校、なんらかの形
で PBL 型の授業を実施していた大学の数は 100 校も減少したことになる。2010 年以前のデータについ
ては検証をおこなっていないので、このような増減の傾向がいつ頃から見られるものなのか、定かなこ
とは不明である。少なくともこの二年の間に見られた減少については、PBL 型の授業に効果が見られな
かったからというよりは、その運用・運営に支障が生じたか、名目や形式だけを模倣した大学あるいは
教師が、その実施を諦めたと考えた方がよいと思われる。PBL 型の授業の効果が短時日のうちに明らか
になるとは思われないし、本文で指摘するように大学教師の PBL 型授業の経験知の低さがあることを
勘案すると、その方が実態に近いと思われる。
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ウ）スタディスキルゼミ担当教員 情報交換ワークショップ
大学での学びに必要となる基礎的スキルを少人数ゼミ形式で総合的に訓練する授業として、全学共通
科目の B 群／エンパワメント科目群に開講されているスタディスキルゼミ。
このスタディスキルゼミが７つの各テーマ（「ノートをまとめる」・「パソコンで学ぶ」・「レポートを
作成する」
・
「プレゼンテーション」
・
「ディベート」
・
「課題探究」
・
「新聞で学ぶ」）に分けられ、3 セメス
ターが経過した。テーマが多様化したことに伴い、学生のニーズに即したきめ細やかな授業を運営する
ことが可能になった一方で、特に新しく開講された授業を担当される先生方にとっては、新規科目の準
備や運営にかかる負担は増加しているおそれがある。そこで、情報交換や意見交換を通じたフィードバ
ックやバックアップによって教員の授業負担を軽減し、より質の高い授業運営の実現のため、8 月 30
日（火）にスタディスキルゼミをご担当いただいている先生方を対象としたワークショップ形式の情報
交換会を開催した。
プログラムの内容は、担当の先生方が日頃の授業実践を通じて得た知見や授業実践事例、受講学生の
傾向などといった情報交換を中心とした。参加された先生方からは、ご自身の授業の到達目標やねらい、
また、授業において工夫されたことや、問題や課題を感じた点等、言葉を尽くし丹念に情報をご提供い
ただいた。シラバスのみならず授業実践のとりまとめをご持参くださった先生や、授業における具体的
な TIPS をご提供くださった先生もおられた。授業実践の中で発生した要望が先生方から寄せられる場
面もあり、センターとしましては貴重なご意見をうかがう良い機会にもなった。情報交換が活発に行わ
れ、教員の固有の営みである授業実践の中であっても、共通の課題があるのではないかということが見
え始めたところで、ワークショップの終了時刻となった。
午後一杯を使っての「スタディスキルゼミ」情報交換会（ワークショップ）は、長丁場ではあったも
のの、幸いにも参加された先生方の熱意に支えられ、密度の濃い情報交換の場となった。

エ）大規模クラスにおける PBL
－active learning に限界や制約を設けない取り組み－
～全学共通科目「大学教育論」の挑戦～
『大学教育論』は今年度、開講 3 期目を迎え、ようやく PBL 型の授業らしい様相を呈するようにな
り、そこに active learning の展開の可能性を感得できるまでになった。もちろん、それは幾つかの課
題を克服してのことである。本稿は今年度の取り組みを報告することを主たる目的としているが、前史
に少しく触れることが、その目的をより確かなものにすると報告者は考えている。以下、そのことを経
緯として簡単に紹介する。
PBL 型の授業で留意すべきことは幾多の専門書に明らかに示されている。しかし報告者の知る限り、
PBL 型の授業を展開するグループのサイズについての記述はあるが、クラスのサイズについて注目すべ
き統一的な記述はない。したがって、報告者が 2009 年から取り組んだ大人数クラスにおける PBL 型の
授業が、これを展開するに適切なサイズなのか、そうではないのか、にわかに判断することはできない。
グループワークを適切にすすめるために必要なアシスタント、チューターなどのサポート体制を準備す
る必要については、その重要性は十分に認識されることであり、本科目においては LA の適切なる配置
がこれに該当する。
標記の科目は 2009 年度の秋学期より全学共通科目として開講された。新設科目であるので、学生間
に下馬評は存在せず、いかほどの学生が参集するか見当も付かなかったが、せいぜい数十名であろうと
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予測していた。ところが実際には 421 名の登録者を得て、驚きと不安に押されながらスタートを切るこ
とになった。
当該科目はサブテーマに「大学の主人公は君たちだ！」と謳ってあるので、受講生には主人公として
の思考や言動を求めることにしている。高校を卒業するまでに刻み込まれた受動的な勉強の習慣が、そ
のような思考・言動の発現を阻むのは十分に考えられることなので、まずはこの習慣からの脱却を目指
す。そのように考えて、受講者数が把握できていない時点から、クラスサイズの大小にかかわらず、グ
ループワークを取り入れる心づもりでいた。
初回の講義では大学の起源に言及し、第二回目には欧米の各地で大学ルネサンスが起こり、それが「学
生中心の大学」再構築に向けて大きなうねり、ムーヴメントになっていることを知らせた上で、この科
目のコンセプトを伝える。すなわち、日本ではまだ顕著となっていないこの動きを自らの大学から始め
よう、その中心となるのは学生であるあなたたちだと呼び掛ける。呼びかけはするものの、先述したよ
うに学生の中に受動的な姿勢が習い性となっていることを承知の上でのことである。現にこの時期のレ
ポートに現れるのは「～してほしい」「～はなんとかならないのか」といった要望や不満、すなわち受
益者というよりは顧客的な態度である。
その姿勢・態度の顕著たるをほぼ自明のことながら改めて確認したのち、科目担当者はこのことを受
講生に伝え、その姿勢・意識とこの科目のコンセプトとの懸隔を埋めていこうと再度呼びかけるメッセ
ージを伝える。これがこの科目のスタートラインである。ここでは懸隔を埋めるための一つの手法とし
てグループワークを活用するが、メッセージ伝達後に取り組むのは、その手法を現実のものとするため
のグループ作りである。
初年度は 4 名のメンバーからなるグループを約 90 組編成した後、ミラーリングを用いた自己紹介な
どを経てアイスブレイクをおこない、テーマの選定作業に入っていった。テーマについては各グループ
より複数の候補を示してもらい、それを公表することで、各々が自らのテーマの見直し、あるいはその
意義の再確認ができるように配慮する。テーマを決定した後は、その実現に向けての企画案を練り、企
画書を書き上げる。時間に制約があるため、90 近いグループの全てがプレゼンテーションの機会を得る
ことはない。企画書の完成度、あるいは企画の斬新さ、一見しただけではわからない奥深さなどを勘案
して、科目担当者が発表チームを選ぶが、その選にもれてもなお発表の意志・意欲を示すチームには機
会を与えることにした。
ところで、この科目は 2009 年度時点では新設科目であるため、既修者はおらず、原則にしたがえば
LA の配属はないのだが、3 回目の授業から一名の LA の協力を得ることができた。また、受講生の中に
は履修登録をせずに参加している学生がいたが、その学生が LA の活動を支援し、グループワークのフ
ァシリテーションを担うことになった。LA とボランティア、そして教員の都合三名では全てのグルー
プに対応することは困難であったが、受講生の多くはそのことを分かっていて、時に辛抱強く待ってく
れた。この年度は、授業を展開した教室の形状も歪であり、以上を簡単にまとめると、およそグループ
ワークには不向きな環境しか用意されていなかったが、終盤のプレゼンテーションには耳目を傾けるべ
きものがいくつもあった。
2010 年度には教室を変更し、その変更に伴って収容人員が決められ、受講者数が制限されることに
なった。また、LA の増員もはかって、アメニティはかなり改善された。受講生は 113 名、配属された
LA は 5 名である。終盤には全てのチームが取り組んだテーマについての調査・研究成果を報告する機
会を得て、前年には一部の学生に不満とされていた機会の不公平感も払拭された。しかしながら自らの
プレゼンを終えたチームの中には、その翌週から授業に来なくなるメンバーが散見されたり、企画自体
が画餅的であるとの誹りを免れないものも少数ながらあったりした。これを克服することが引き続きの
課題となる。
2011 年度は机と椅子が可動式の教室を確保することができ、その教室の収容人員を受講生の上限と
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したので、クラスサイズは 67 名とかなりコンパクトなものになり、そこに 6 名の LA を配したので、
従来に比してかなり充実したサポートができる布陣となった。授業の内容も、従来に比べて科目担当者
のインストラクションの回数を減らし、グループワークの時間を長く取るとともに、学生の登壇を新た
に企画した。登壇を依頼したのは、科目提案委員会学生委員、ピアサポータ、LA である。これとは別
に受講生ではない学生から登壇の申し込みがあった。その学生は受講の登録をせずに本科目に出席して
いる学生の知人で、学外の NPO 法人組織に所属しており、そこで多くの学生が自発的に活動している
ことを紹介してくれた。このように主体的、能動的に活動している学生の事例を複数知ることによって、
受講生の中に変化が現れ始めた。既にグループで取り組むテーマは選定されていたが、そのテーマを「我
が事」として認識しなおし、企画が見直され、自分たちの言葉で表現できるように変わっていった。
グループ内のディスカッションは回を追う毎に熱を帯びるようになり、図書館や IT センターで情報
を検索したり収集したりするだけではなく、学内の諸部署（教務センター等）や他大学に情報の提供を
求めるべく働きかけるグループも複数あった。
そのような active な作業を経たのちの報告・発表はいずれもクオリティが高く、受講生のみならず、
LA そして科目担当者の耳目を惹きつけるに十分なものばかりであった。プレゼンテーションを終えた
グループのメンバーも、その多くは最終回まで休むことなく授業に参加し、適切な質問を投じたり、中
身の濃いコメントをミニッツペーパーに残したりした。授業に参加した学生による授業評価アンケート
にもそのことは反映されている（2012 年度秋学期の授業評価アンケート結果は Appendix に掲載）。
今後の課題としては、学生の登壇の時期の設定・選定と、各グループのプレゼンテーション後のディ
スカッション機会の設営（の有無もしくは可否）についての検討が考えられる。前者については大学祭
の準備に忙しい時期を外したために多くのグループがテーマについての調査・分析を開始した後に「主
人公としての活動」の事例を知ることになったが、受講生からの要望にもあるように、これらの機会を
なるべく早い時期に持っていきたい。後者についてはテーマの意義や価値をクラス全体で共有するため
にはあらまほしいオプションではあるが、その時点で後に発表を控えているグループの作業時間を奪う
ことになるので、工夫を施す必要があるだろう。

Appendix
2011 年度秋学期『大学教育論～大学の主人公は君たちだ！～』
授業評価アンケート

自由記述回答一覧（最終回授業出席者 46 名分）

一言でいえば異色の講義であり、また、白眉の授業でした。言外の規則・ルールのような縛りにした
がって「それなり」の授業が行われても仕方がない中で、自由に言いたいことを言わせて頂き、率先し
て先生が「異議」を唱えていくスタイルに魅了されました。また、学生側も、テーマ通りの主体性を発
揮できた、よい機会になったと考えます。日頃は、各自の考えを発表する機会は限定的で、しかも学説
その他のルールに則った形式上のものと考えます。持論をぶつけ、反応をダイレクトに返してもらえる
ことは、授業という枠を超えて有益だと感じました。とはいえ、私も実際に授業を受けるまでは、その
点はわからず選択したのであり、さらにこのようなムーブメントを PR する必要があることを感じまし
た。もっと発表したいナと思う、大変楽しい白熱教室でした。半年間ありがとうございました！（法学
部 1 年）
この授業は私にとって秋学期 No.1 でした！自分たちで調べたことに対して、こんなに考えたのはは
じめてだったし、ほかの人の発表一つ一つに対してこんなに考えたのもはじめてでした。大学生活って
何なのか、自分が本当にやりたいことは何なのか、ほかにもたくさん考えました。私の中で少しだけ何
かが変わった気がします。自分たちが発表する内容を調べたり考えたりしているときに、結局、何が言
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いたいのかということを考えたときに、少し行き詰まることもありました。でも最後には自分たちなり
の結論を得ることができました。このチームでやれたことが本当によかったです。何かこれから行動に
移していけたらいいなと思います。
（文学部 1 年）
この後期の授業を取って半年間、班を作り、一つのテーマを決め、みんなで調べて発表をするのが終
わって、とても有意義な授業だと思います。大学の授業の中では、こんなに自分達が作り上げるような
ものはなかなかないし、ゼミなどもあまり履修していないので、とても新鮮で楽しかった。大学から社
会に出て行くための自主性だったり、自らの発想やアイデアをグループの中で生かしたりする力が身に
つくような授業でとても力になりました。（政策創造学部 2 年）
私は正直、このような授業とは思っていませんでした。最初はどうしたらいいのか全く分かりません
でした。しかし、先生の話や LA の話を聞き、グループで話し合いをしていく中で、この授業で大切な
ことは何かというのが分かったような気がします。ここで学んだ大切なことをこれからの大学生活に必
ず活かし、良い大学生活にしていきたいと思いました。そして、また先生の講義を受けたいと心から思
いました。ありがとうございました。（社会学部 1 年）
普段受ける授業は、先生が学生達の反応を見ずに、自分のペースでなされるものが多く、つまらない
授業ばかりですが、この授業ではテーマ決めやプレゼンを学生主体で進めることができるので、楽しめ
ました。半年間ありがとうございました。（環境都市工学部 1 年）
実際私はこの授業を受けるつもりはなく、抽選科目が消せなかったため、この授業を履修しました。
私はグループワークなど、他人と接することを嫌う性格でしたが、本当にこの授業でグループワークを
してよかったと思いました。それは、他の人の様々な意見を知ることができ、みんないろんな活動をし
ているということがわかりました。協力して発表の準備をすることで、人を好きになることができたと
思います。さらに、GPA、留学、科目提案など…様々なことを知ることができ、まさに大学をよくして
いく、つまり自分が大学の主人公だなと思えるような授業でした。今後もグループワークを嫌がらずに、
積極的に参加していこうと思いました。（商学部 2 年）
「大学の主人公はキミたちだ」ということで、自分達の大学を自分達で考え、変えていこうじゃない
かという、授業じゃないような授業で、とても刺激的で楽しかった。要望としては、1 年間通してこの
授業をしたいなと思った。本当に自分たちの考えた大学の変えたい所を、いろいろな所にアプローチし
て、変える所までやりたかったという気持ちもあった。（法学部 2 年）
他の授業とはまた違った形式の授業で、新鮮さがあって、とても楽しく授業を受けさせていただきま
した。それぞれに分かれて好きなことを調べたりすることによっていろんなことを知ることができるし、
とても自分の為になるような授業でした。この授業を通じて、少しは自分の視野が広がったのかなと思
います。後輩にも推薦したいと思います。（法学部 1 年）
グループワークで、年上ばっかなので縮こまってしまったので、せめて 1 年、2 年ぐらいは分けてほ
しかったです。（社会学部 1 年）
こんな感じの授業は初めてで、とても楽しかったです。僕はスポーツクラスで授業を受けることが多
いので、一般生とふれあう機会がありませんでした。この授業はグループを作って、みんなで話し合っ
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て一つのことを完成させるということをしてきました。それが他の授業とは違い、とても新鮮な気持ち
で受けることができました。半年間ありがとうございました。（政策創造学部 1 年）
半年間でしたが、ありがとうございました。最初、先生のガイダンスきいて、天才と思ったぐらい、
知的な人だと感じました。印象がすごかったです。水曜一限やのに、とても楽しかったです(^u^)。と
ても良い授業でした。自分の発表も大事ですが、人の発表の方が大事ですし、自分のためにもなります。
そこを分からず休む人は少しもったいないと思いました。先生が何個かテーマを決めて、やりたいテー
マをグループで奪い合うぐらいの活発的な授業も楽しいかなと思いました。僕はとても満足しました。
（文学部 1 年）
先生が FACEBOOK、twitter に参加し、そこで授業外コミュニケーションを取る。もっと言うと、
先生と SNS でつながる事を課題とし、おこなった授業への意見を出すことを宿題とするなどしてコミ
ュニケーションを取る機会を増やすようにすれば…いいのかも。（商学部 3 年）
グループワークができて、とても楽しかったです。大学の教室についていろいろと学んでいき、とて
も楽しかったです。これからも大学を大切にしていきたいです。（法学部 1 年）
大学教育について様々なことを考えることができた。少し大学教育について考えるということで、発
表内容がかぶったりしてしまうことが残念で、全班、違う内容を考えるのは難しいと思った。GPA につ
いては、正直、おかしいと思った。アメリカに合わせるのではなく、日本らしさも必要で、GPA につい
ても、もっと学生にわかりやすく説明するべき。評価方法も考え直すべき。（政策創造学部 3 年）
半年間ありがとうございました。私にとってこの授業はとてもいい経験になりました。授業 1 回が
2000～2500 円ということを知って驚きましたが、この授業は 3000～4000 円くらいの価値があるので
はないだろうかと思います。それほど私にとってはタメになる授業でした。なので、特に要望などはあ
りません。半年間、本当にお疲れさまでした。
（法学部 1 年）
この半年間とても楽しかったです。来年度もこのスタイルで授業してもらいたいと思っています。あ
と、またいつか三浦先生の授業を受けたいと思います。しかし、私個人のお願いなのですが、来年は A
／B 等の通年スタイルの授業も着くってほしいです。そして 1 年かけてじっくり研究してみたかったな
と思います。
（文学部 2 年）
グループワークを様々な学部、学年の人たちとすることができて、とても楽しかった。この授業を履
修して、本当に色んなことを知れたし、色んなことを考えるきっかけができたことが本当に良かった。
大学教育に関して知識が高まったし、これからの大学生活に活かしていきたいと感じ、また友だちにも
すすめたいと感じた。（法学部 1 年）
あっという間で半年間を過ごしたんです。この授業は、他の授業と違って、自分の意見や思いを言え
るし、自由なふんいきでよかったです。（文学部 1 年）
各グループ自分達が調べていることについて、もう少し調査時間がほしかった。授業の始まりの時間
に委員会などの紹介も良いと思うが、その時間の方が、授業活動自体の時間よりも長くなってしまって
いる時もあったので、そこを改善してほしい。この授業から大学を変えようという目標はとても面白く
興味深かったです。（商学部 1 年）
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大学教育論は本当にたのしい授業でした。他の授業と違い、グループで協力しないと授業は成り立ち
ません。また、普段の授業では、自分の気持ちや考えを人に伝えるということが少なく、自分は意見を
述べることが苦手だと分かりました。来年もこのような授業をとり、苦手を克服したいと思います。
（文
学部 1 年）
三浦先生の授業は他の授業とは異なり、生徒と教授間のコミュニケーションが上手くとれており、親
しみやすく、積極的に参加したくなるような授業でした。ゲストとして、アメリカの教育事情に詳しい
人や、その他の有識者を招いて授業を展開していくと、さらに刺激的な授業になったと思う。また三浦
先生自身が持っている知識であるとか、体験談をもっと聞きたかったです。（社会学部 1 年）
この授業を通じて、GPA や留学・学校環境など、多くのことを学生目線で知ることができた。人前で
発表することの大変さ、伝えることの難しさも実感した。これからの授業の受け方や選択方法を見直し、
今後の自分にとって利益となる学生生活をおくろうと思った。楽しかったです。
（経済学部 2 年）
まずこの授業を選んでよかったと思うことは、学年や学部が違う人たちからとグループを組んで授業
を進めていくというのは、他の授業では経験したことのないことで、いろんな学部の話を聞けたり、先
輩からこれからどういうふうに大学生活を送っていけばいいかなど、貴重な話をたくさん聞いて、すご
く貴重な時間で、とても楽しかったです。この授業を受講して、よかったと思うし、他の人にもすすめ
たいと思いました。（商学部 1 年）
三浦先生が言っていた「来年はグループを最初に分けて、この授業をすすめる」が、とてもうらやま
しいです。テーマが最初から決まっていると、次に受ける人たちは、もっと自由に、遠慮なく、新たな
個性的なアイデアを出せると思います。しかし、全くテーマもない状態から発表を創るという力を身に
つけられた私達もとてもいい経験でした。課題探求の授業も含め、一年間ありがとうございました。同
じグループの人に自分のぶっ飛んだ発想を伝えたり、自分が折れたりして、いい発表を仕上げる経験が
できて、三浦先生に感謝です。個人的にはもっと自由な発想をみんなから引き出すことが出来たらよか
ったのになと思います。ありがとうございました。（社会学部 1 年）
はじめは“授業評価アンケート”というテーマから何を伝えるかが定まらず、どういう発表になるか
不安でした。でも、自分たちの中で結論が出て、それをみんなの前でできて良かったです。自分たちの
テーマ以外のことにもすごく興味を持ちました。この授業を受けるようになってから、確実に大学につ
いて考えることが増えたし、大学生活に前向きになったと思います。水曜日 1 限、眠かったけど、おも
しろかった、たのしかったです。今、また、先生の教職概説を受けたら、前とは違った感じ方をするだ
ろうなって思いました。すごくたのしかったです。ありがとうございました。（文学部 1 年）
私は授業でプレゼンをする機会やグループワークをする機会がすごく少なく、自発的に取り組まない
と授業が成り立たないという経験をしたことが少ないので、この授業では学生が主体的となって行動す
る力が身についたと思います。私がこの授業を受講した理由は二つあり、一つ目はシラバスの内容に書
かれていた学生が主体的となって取り組むこと、二つ目は大学の歴史について知りたかったということ
で、この二つを満たせたと思います。発表が終わってから、毎回、先生のコメントが新鮮で、先生から
多くのことを学べたし、また自分から学ぼうという意欲もわきました。この授業を受講できてすごくよ
かったです。ありがとうございました。（法学部 3 年）
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いろいろな学部の人が集まって自分たちでテーマを決め、LA さんがいて、他の科目とはまったく違
う内容で充実していたと思う。正直、最初は大学生になってまでグループワークなんかしなくてもよい
のではないかと感じていたが、大学生だからこそ必要ではないかと最終的には感じた。／先生も少し言
っていたかもしれないが、テーマを絞ってグループワークを展開していったら、もっと深くなって良い
のではないか。／前の紙にも書いたが、学習意欲が高まったが、期末考査前に、この時期になったら単
位のために勉強しているんだなと痛感する。もっとグループワーク的な科目が増えたらよいのにとも思
うが、それだったら楽をしたいからと、そればっかりを取ってしまう人もいるかも…ということで難し
い。／大学教育論の授業は終わったけど、引き続き問題意識をもって学習していきたい。／半年間あり
がとうございました。（政策創造学部 1 年）
発表がそれぞれあっておもしろかった。けど GPA についてが 3 グループあったので、できればかさ
ならないようにしていくのもいいと思う。／とりあえず単位の基準が知りたかった。シラバスには出席
は関係ないと書いていたが…。じゃぁ、この授業に出てなかった人、発表きてない人にも単位あげるん
ですか？／LA さんがいるのが良かった。はじめの頃にアドバイスしてくれる人がいるのは心強い。／4
回生の方が最後に話していたことが印象に残った。1 回 2000 円の授業で、それだけみたら高いと感じ
るが、授業で出会う人やサークルなど、4 年間を買うと思えば、そんなことはないと本当に言える気が
した。まだ 1 年もたたないけど、学祭の委員会に入れて、いろんな人と出会って、話して学祭成功させ
て、こんな機会を与えてくれたのも、大学やと思うと、授業だけでは決められないなと思った。（文学
部 1 年）
私は 4 回生で、最初はアクティブ・ウォーカーの皆様（年下）と仲良くできるかなと、とても不安で
した。しかし三浦先生の協力もあり、とても良い発表ができたのではないかと思っております。また、
4 年間でこのような授業は初めて体験しました。とても実践的かつ周りの人たちともコミュニケーショ
ンがとれる、楽しい授業でした。本当にお世話になりました。ありがとうございました。私はもう卒業
して来年度からは社会人となり、大学には在籍していませんが、もっとこのような授業が増えていけば
いいのではないかと思っております。（政策創造学部 4 年）
まず、半期の短い間ですが、ありがとうございました。この授業を履修した理由の一つに、三浦先生
の授業なんでもいいから一つはとってみろと友人に言われたからなんですが、その意味がよくわかりま
した。理由は他の講師とは違う目線を持ってお話をしていただけることです。もちろん生徒の視点もあ
れば、もっと広い海外とかを交えた視点など、とても興味深かったです。他の講師の方は、すぐ大学内
の話や社会の話をしたがるので、正直、もう聞き飽きたって感じなんです。本当に他の先生全員に三浦
先生の授業を一回受けてほしいと思いました（笑）。あと良かったのは、先生は本当に博識だから、ど
んなテーマの発表でもわかりやすいフォローを入れていただけたのがとてもよかったです。今回、自分
達に学び、考え、発表するという機会を与えて下さったことに感謝してます。次年度も先生の授業を是
非とりたいので、そのときはよろしくお願いします。（商学部 1 年）
チームで一つのころを調べて発表する。本当にこの授業の目標とした学生主体の授業だったので、本
当に楽しかったですし、自分の力にもなりました。しかも、それぞれのチームの発表を聞いて、学生の
思った声を伝える、それはこれからの反映につながると思いました。ただ、自分から手を挙げられなか
ったのは、学生主体に反してしまったと思いました。教職概説から三浦先生にお世話になって、もう一
度、先生の授業を受けたい！友達にもこの先生の授業を知ってほしい！と心から思いました。先生の何
気ない経験話が本当に自分の中で何かをかきたてるもので、先生との会話が楽しかったです。できるこ
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となら来年も取りたい!!そう思いました。また先生、別の授業、開講して下さい!!（文学部 1 年）
この授業は勉強という感じではなく、楽しく授業を受けられました。今まで考えてもなかったことや、
新鮮な意見が聞けて、すごく楽しかったです。来年も、このような、発表などをする授業を取りたいで
す。（商学部 1 年）
この授業を通じて、たくさんの考え方（視点？）があることを実感しました。／LA のみなさんが、
テーマに迷っているときに、いくつかの道順を提示して下さって、何度も助かりました。／教授のプロ
フィールを配ってほしかったです。なぜなら、「僕は～したことがあるんだけど」と経験談を話される
ことがありましたが、その経験談をもっと聞きたかったからです。／水曜 1 限は体に悪い。2 限からが
良い。／うわべを見るのではなく、裏面も見よう、考えようとする努力が大切なのだと感じました。
（法
学部 2 年）
この授業は他の授業とちがって、学生同士で交流できるので楽しかったし、大学について知らないこ
ともたくさん知れておもしろかった。ただ、出席をとらないので、チームのメンバーが全然来なくて、
役割分担しても結局来ている人だけでやることになって、不公平だと思う。せめて出席はとるべきじゃ
ないかと思う。もしくは 2 限にしてもらえれば出席率もよくなると思う。個人的に一番印象に残ったの
は関大のマークが 1000 万かけてつくったという話が何気に印象深い。
（商学部 2 年）
抽選で当たって消すことができず、なんとなく受け始めた授業でしたが、グループワークで自分の気
になっていたことを深く調べることができたし、他の発表を聞いて、自分が知らなかったことや気づか
なかったことも発見できて良かったです。（文学部 2 年）
この授業の良いところはグループワークで進めて行くところだと思います。グループワークによって、
それぞれの意見をストレートに聞くことができるからです。（法学部 1 年）
本当に有意義な授業だと思いました。大学に入ってから本当に無意味だと思ってしまう授業がほとん
どの中、こんな有意義な授業を取れて嬉しかったです。三浦先生の話は本当にまわりが見えないぐらい
集中してしまうくらい、興味深くておもしろかったです。ただ時間が少ないのが悲しかったです。三浦
先生の話を聞ける授業を作って欲しいくらいです。（商学部 1 年）
この大学教育論という授業は、頭が良いとか賢い人が良いのではなく、誰でも意欲を持てば役に立つ
知識が身につくので、素晴らしい授業だと思いました。こういう授業がたくさんあれば大学生活が良い
ものになると思いました。なので、後輩や友人に勧めたいと思います。近い将来、役に立つ知識が身に
ついてとても良かったです。ありがとうございました。（政策創造学部 2 年）
まず私の反省から…。出席率があまり高くなかったことが心残りです。3 回生秋学期、水曜 2 年に教
職の授業を入れた、あら 1 限にミウラ先生の例の授業があるぞ、う～ん、どうしよう。何でミウラ先生
は 1 限の授業が多いんだろう。朝起きられるだろうか…えぇい、入れてしまえっ!!という幕開けで迎え
た秋学期でした。ここまでで何が言いたいかというと、水曜 1 限は時間的につらいものがあるので、で
きれば 3 限とかにしてほしいなというのが一つです（あくまでも希望です）。／次にようやく本論です。
LA さんがにぎやかなのが良いですね。たるたにさんの名司会、さすがたるたにさん☆☆これからも有望
な LA さんが発見されるといいですね。／人数については多い！っていうのが最初の印象だったので、
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この半分くらいになっても良いのでは。そのかわり学生同士の議論を増やしてもいいと思います。／大
学教育論の広場のプリントをインフォメーション上などにアップしてほしいです。／先生のコメントが
ひかえめな気がしました。席が遠いからですかね？やっぱり少人数が良いなー。でも大学教育論とスタ
スキとは違いますから、そこは事情があるのでしょうか。以上です。半年間ありがとうございました。
（文学部 3 年）
大学教育論という授業をとって、1～4 回生のさまざまな学部の人と出会い、話をすることはすごく刺
激的でした。大学になぜ来ているのかなどを考える良いきっかけになりました。楽しかったです。この
授業を取るまで、大学の先生とは、すごく近づきがたいイメージがあったのですが、そのイメージが崩
れました。半年間ありがとうございました。（法学部 1 年）
この授業は自分にとってすごくいいものになりました。学生が考えたことや、学生の生の声が聞けた
ことは、学生である自分にとってためになりました。そして自分も色んなテーマに対して考えることが
できたのが良かったです。グループワークの中で色んな意見を聞けて、自分の考えと照らし合わせて、
また違った考え方ができるのは良かったです。これからの大学生活を見直せるという意味でもいい授業
でした！でも出席率が悪かったのが残念でした。（文学部 1 年）
授業を通じて、LA はもちろん、他学部生と交流し、考動をすることで、新しい考え方を得られたの
で、これからの授業はもちろん、目の前に迫っている試験にもやる気がわきました。授業目標（目的）
を達成できたのでは、と思います。来年もこの授業はあるということなので、今学期のプレゼンから得
た新たな学生の提案を来学期の学生に引き継いで、より掘り下げていってもらえれば、授業の枠を超え
て実現に進むと思うので、是非そうなれば良いと思いました。短い間でしたが、4 回の卒業される LA
の方、萌先輩をはじめ、ありがとうございました。また大学生を頑張っていきます。（法学部 1 年）
グループで決めた事柄について深く調べて、みんなで議論する。関大に入学して初めてこの様な授業
を受けて、すごく刺激を受けたし、自分の中で成長できたと思う。また、関大の現状、日本の大学の現
状、少ない情報だけど海外の大学の現状、この授業を受けて色々な事を知ることができた。今まで適当
にやっていた授業評価アンケートも今ではしっかり答えるようになったし、自分が、今、関大のために
何ができるだろうと真剣に考えた夜もあった。結局、答えは見つからなかったけど、残りの 3 年間、こ
の授業を受けたことで変わってくると思う。この授業は今の自分、未来の自分のためになった。間違い
ない。半年間お世話になりました。
（文学部 1 年）
この授業を受けて、まずグループが 3 回生と 4 回生の先輩方と同じグループになれて、話していくう
ちにいろんなことが勉強になりました。上回生と同じグループは初めてだったので、パワーポイントの
作成や資料の集め方など、やはり上回生、すごく慣れていたし、パワポの作成のうまさは勉強いなりま
した。それだけでもこの授業とった価値はあるんですが、関大生の喫煙についてのことが分かり、普段
何気なく設置してある喫煙 BOX について知れたのでよかったです。果たして関大は 5 年以内に完全禁
煙になるのであろうか…。また他のグループの発表を聞いて、GPA とか、大学のことについてよく知れ
ました。遅刻ばっかりしてすいませんでした。この授業 1 限以外にしてほしいのが、唯一の私の要望で
ございます。三浦先生、半年間という短い間ではありましたが、お世話になりました。この授業楽しか
ったです。ありがとうございました。（文学部 1 年）
この授業を受けたのは、正直、時間割の関係だったが、授業が終わった今、とても意義のある授業だ
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ったと思っている。私は今でも大学の教育について、あまり考えたことがなく、大学側から与えられる
ものをただ受けている、受け身の体勢でしかなかった。そこに特に疑問を抱くこともなかったのだが、
授業内で各グループの発表を聞いたり、学生団体の代表の方の話を聞いて、それではダメなのだと気づ
いた。学生が今の制度や環境に疑問を持ち、それを解決もしくは緩和させる方法を考え、行動しなけれ
ば、よりよい教育制度は作れないということが分かった。今回の授業で学んだこと、疑問に思ったこと
を授業内だけで終わりにせず、これからも考えていきたいと思うし、また、他の人にも伝えていきたい
と思う。半年間、楽しく授業を受けることができて、本当によかった。ありがとうございました。（法
学部 1 年）

オ）それいけ関大生
「科目提案学生委員会」の活動は 2010 年 6 月にスタートし、それからおよそ一年をかけて企画・設
計を行った二つの提案科目が、2011 年度の春学期に開講された。
「それいけ関大生～共に生きる４つの
力～」（担当：社会学部古川誠）と、「プロフェッショナルのまなざし～マナビをマナブ。～」（担当：
教育推進部

岩﨑千晶）である。

2010 年度の委員会立ち上げ当初は、委員会は公募で集まったそれぞれ学年・性別・所属学部を異に
する学生たち 18 名と、教員 4 名、職員 3 名から構成されていた。一年が経ち、2011 年度の構成員は学
生 10 名、教員 3 名、職員 2 名へと遷移している。学生のうち、4 名は前年度に引き続いて、2 名は、2011
年 4 月に開講された「それいけ関大生」を受講して、「自分たちもあんな科目を作ってみたい」と主体
性を触発されて手を挙げてくれている。委員会の持続的な継承に向けて、まずは期待の持てる滑り出し
となったと言えるだろう。
二つの学生提案科目の中でも、「それいけ関大生」は単に学生が企画・立案しただけでなく、毎回の
授業でワークショップのデザイン、グループワークのためのワークシートの作成、なども中心とする授
業デザインそのものにも参画し、実際の授業でも教室内ファシリテーターとして運営に関わるなど、か
なり深い関わりを持った点に大きな特徴がある。授業は、
「不屈先進力」、
「コンプレックス転換力」、
「抱
えて生きる力」、
「コミュニケーション力（聞く力・伝える力）」の四つの力について、それぞれ ①外部
講師によるレクチャー→② レクチャーを踏まえてのグループ･ディスカッション→③ グループ･ディ
スカッションを踏まえての全体ディスカッション、というサイクルで構成され、ひとつのサイクルに付
き授業 1 コマ、全部で 4 つのサイクルから成っていた。科目のカテゴリーの性質上、クラスサイズはか
なり大きく、受講生は 200 人近くに上っていたので、グループ･ディスカッションや全体ディスカッシ
ョンのセッションでは特に、委員の学生が果たした役割は大きい。
授業の細かい説明については既に昨年度の本取り組みの報告書の中で述べてあるので、ここでは教職
員も含めた委員によって実施したふり返り検討会での合意内容と、客観的な成果検証に資するデータに
ついて紹介する。まずは検討会での合意内容について、実際に科目を終えてみて、以下「1：授業の内
容」、
「2：授業の運営」、
「3：科目の位置づけ」の三点についての結果と問題点、および今後へ向けての
課題について述べる。
1：授業の内容
科目の企画書およびシラバスで示されているように、この授業は「積極的に日々を生きてゆく」「主
体的」な姿勢を持つためのキーワードとして 4 つの力を提示し、様々な学びを通してそれらを身につけ
ることが中心コンセプトである。またこの授業の最大の特徴は、講師の先生方の話を聞くだけではなく、
学部や学年の異なる学生からなる数名程度の少人数のグループを結成し、そのグループ単位での作業を
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授業の柱にした点である。178 名という多数の受講者がいる科目でありながら、そうしたグループワー
クを重視した授業を行うということは、全学共通科目としては希有な取り組みであり、受講生にとって
は他の科目とは異なる学びの体験をするという意味を持っている。以上のような科目の特徴をふまえて、
以下授業の内容についての結果と問題点を述べていく。
①授業のねらい・到達目標について
授業時における受講生の反応や各項目ごとのふり返り、そして講義最終回のフィードバックアンケ
ート等から、科目提案学生委員会で提案された科目のねらいはほぼ達成されたといえる。
②少人数グループの結成とグループワークについて
学部・学年の異なるメンバーによるグループを結成し、固定されたメンバーで授業に参加するとい
う形式は、大人数の授業でも大きな問題なく機能した。全体としては個々の学生の主体性を引き出す
ことに成功し、また他のグループの議論や発表を聞くことによって刺激をうけるという効果もみられ
た。他学部・異学年の学生との交流が可能であったことも全学共通教育での大きなメリットであった。
③講義の全体的な構成について
講師の先生による講義形式の授業＋グループワーク＋全体でのフィードバックと討議という構成
はスムーズにすすめることができ、学生の学びの意欲を刺激できた。
④問題点について
講師の先生方との打ち合わせに充分時間をさくことができず、各先生の講義内容の授業全体との関
わりや講義後のグループワークとの関連づけがあいまいなところがあった。
以上４つの点について述べてきた。全体としての結論としては、いくつかの問題点はあったものの
授業は予定通り進めることができ、本来の教育目的を充分に達成できたということができる。
2：授業の運営
つぎに授業の運営について述べていきたい。
①講義時のスタッフについて
今回はあらたな仕組みの授業へ初めて取組むということで、講義の時のスタッフが担当教員である
古川以外に、教育推進部から須長先生にも加わっていただいた。また様々な教務の作業が発生する事
態が想定されたため、科目提案学生委員会の担当でもあった教務センターの職員 1 名にも参加してい
ただいた。さらに、正式な LA としてではなかったが、この科目を提案した委員会の学生メンバーに
もファシリテーター的な作業もふくめて授業に参加してもらった。継続してほぼ毎回参加したのは 2
名の委員である。各テーマの講師の先生方を除くと以上の 5 人体制で授業を運営した。
40 近くのグループで同時にグループワークをするという状況においては、人数的には 5 人という
スタッフは適切な人数であった。スタッフどうしのコミュニケーションも円滑であり講義時のさまざ
まな問題にもスムーズに対応できた。

②今後の課題
担当教員の数は複数が望ましい。大きな教室で 200 名近くの多人数にグループワークをさせるとい
う授業の形式であるので、全体を統括する教員と個別の問題に即座に対応する教員との役割分担が必
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要になる。
また LA のスタッフは数名程度が必要不可欠である。ただし、授業の内容やすすめかたについての
理解が充分でないと、教員と LA、LA どうしでの混乱が生じる可能性があり教育上好ましくない。こ
の授業を既に履修した学生を中心に LA を募集するという形が望ましい。
3：科目の位置づけ
この科目は科目提案学生委員会の提案を受けて設置された科目である。全学共通教育推進委員会で
科目の設置が認められる際に 2 年間の試験的な開講ということで承認された。
まだ 1 年目を終えたところであるが、科目の位置づけについていくつかの問題点があるので以下順
番に述べていきたい。
①科目の運営主体と所管について
最大の問題は、この科目の運営主体がはっきりしていない点である。たしかにこの科目は科目提案
学生委員会によって提案された科目であり、シラバスの授業の名称にもそれがうたわれている。しか
しそのことと、科目として担当教員の推薦や講義の内容、授業の運営等について、いったいどの組織
が責任を持って運営するのかという点が不明瞭である。もともとの提案の主体である科目提案学生委
員会は教員がアドバイザーとして加わっているとはいえあくまでも学生が委員であり、科目提案学生
委員会がこの科目を主管することは制度上ありえない。
組織的には、科目提案学生員会の上部組織である全学共通教育推進委員会がこの科目の提案者とい
うことになるが、実質上担当教員の手当てや講義内容などの教育上の責任主体として充分に機能する
かは不透明である。
早急な課題として、科目提案学生員会の権限はあくまでも科目の提案までということを明確にした
上で、科目提案学生員会の提案を受けて開講が決まった科目について実質上の運営と組織的な責任を
有する機関・組織を立ち上げる必要があると考える。
この科目の担当者は誰から授業担当を委嘱されるのか、また授業の内容の変更や教育上の意義のチ
ェックを誰が責任を持って行うのか、最終的にはこの科目の継続・改編・廃止について議論し決定す
る主体は誰なのか、といった諸点が全く不透明な状態で講義が開講されており、これはカリキュラム
の編成の上でも、また全学共通教育と各学部の教員の負担の関係においてもさまざまな問題をひきお
こす可能性がある。
②科目の意義について
この科目はまず何よりも「学生提案科目」ということで学内外で認知されている。しかし、科目の
位置づけとしては、そうした学生による提案という設立の経緯のみならず、大きな教育上の可能性を
秘めた科目であるということができる。
関大のような多くの学部を有する大規模大学であっても、他学部の学生と授業の中で触れ合う機会
はそう多くはない。もちろん講義形式の全学共通科目ではいろいろな学部の学生が同じ授業を受講し
ているがそれは空間的に接しているだけである。
そうした現状の中で、他学部そして異学年の学生と少人数の緊密な関係を持つことができ、真剣な
議論ができる場・関係性を授業の柱として提供できたということは、教員やスタッフの予想以上に受
講生からの評価が高かったポイントである。学生たちは、他学部の学生とのコミュニケーションにお
いて、自分の学部での学問的な発想とは異なる別な視点や論理に刺激を受けていた。またその経験を
通して、あらためて自らの学部の学びの意味を再確認することもあったと思われる。まさにこれこそ
が、学部教育とは異なる全学共通教育が提供できる大いなるメリットであるといえよう。
－164－
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しかもそれが少人数のクラスではなく、大人数の教室で他にも多くのグループが同じようなグルー
プワークをしているという雰囲気の中で授業が進められることにより、関大という大学の持つ多様性
やエネルギーを受講生は文字通り体感し実感できる授業となったといえる。
以上のようにこの科目の位置づけとしては、今までになかった試みとしての学生提案科目という特
徴のほかに、大人数かつグループワークという授業形態の実験的な試みとしての意義があることを強
調しておきたい。ただし、こうした科目を継続的に開講し運営していくのは非常に大きな労力と充分
なバックアップ体制が必要である。一部の教員や職員そして学生の自発的な熱意にいつまでも頼るこ
とは不可能である。この科目をどのように大学教育の全体像の中で位置づけるかを全学的に議論して
いただきたい。
以上 1 年目の科目担当者として授業の内容、運営および科目の位置づけについて述べてきた。授業
としては学生からの評価も大変高く、関大にとって有意義な授業であったことを強く感じている。ま
たそうした授業となるまでの過程で、授業スタッフのメンバーに多大な負担と労力の提供をしてもら
うことになったことは、科目の担当者として大変感謝している。この「それいけ関大生～共に生きる
４つの力～」というユニークな科目について、さまざまな角度から検討されることを期待したい。
さて、以下は授業評価アンケートの結果、および学生の主体性が喚起されたかどうかに関して実施
した独自アンケートの結果を紹介する。一見して明らかなので多くを述べる必要はないと思うが、授
業評価アンケートの結果からは、


総合的な満足度が極めて高い（設問 20）



8 割近い回答率でありながら、ほとんどの項目の平均値が「4」以上である
と、学生からの評価が高いことが分かる。独自アンケートの結果からは、



受講生は、学生が科目を作ること、科目を運営することに意義があると感じている



委員の学生の主体的な姿を間近で見て、授業内で接することで主体性を刺激されている。

ということが分かる。以上の結果から、学生が科目を作ることの意義が十分にあるという結論を引
き出すことができるだろう。
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それいけ関大生 ?共
に生きる４つの力?

法/文/経/商/社/政
策/外/シ/環/化/工

古川 誠

土2

Ｆ４０１

179

78.7%

授業名

学 部

教員名

曜 限

教 室

履修者数

回答率

Q6
Q12

46

2.11

※設問03 私語に対する不満はありましたか。

80

速い

141

Ⅶ．には設問5～設問13、（ただし設問12を除く）に対する学生回答の平均
値と教員回答が項目ごとに示されています。
両者の回答値の差（ギャップ）に注目します。詳細については「フィードバッ
クシートの読み方」をご参照ください。

Ⅵ．には設問5～設問14に対する回答から重要度と充足度を算出し、プ
ロットした図を示してあります。
「重要度」と「充足度」の組み合わせから、維持・継続項目と改善項目とを
選別します。
「重要度」と「充足度」の意味と算出方法については「フィードバックシートの
読み方」をご参照ください。

Ⅴ．には設問16（工夫の要望）への回答の分布が示してあります。

Ⅳ．には設問4（履修動機）への回答の分布が示してあります。

Ⅲ．には設問4および16を除く各設問に対する回答者の度数分布を示して
あります。進度（設問14）と難易度（設問15）に対する回答は、スケールが
他の設問と異なるので最下段に別記してあります。

Ⅱ．に年次別回答者数を示してあります。

Ⅰ．は授業に関する基本的な属性です。ここに示す「回答率」とは「回答者
数÷履修者数×100」（%）のことです。

各項目について

回答者数

20

50

20
低い

Q15

Q14

50

重要度

Q7

Q5

Q9

Q10

重要度×充足度

Q11
Q13
Q8

－

－

高い

10

易しい

2
14

2
104

120

第１象限にプロットされた項目については、現状を維持・継続することが望ましいと考えられます。授業の改善については、第４象限（重要
度が高く、充足度が低い）にプロットされた項目から着手することが望ましいと考えられます。
充足度は各項目で「４または５」の回答者の割合（Q14、Q15は「3」の回答者の割合）、重要度は総合指標（Q17～Q20）との相関係数を偏
差値化したものを表します。

低い

高い

80

Ⅵ．各項目の重要度と充足度のプロット図

※設問3については、値が低いほど評価が高い「逆転項目」となっています。

設問15 授業の難易度についてどのように感じましたか。

設問14 授業の進度についてどのように感じましたか。
11

11
難しい

1

3

78

59

4.9%

遅い

43

60

63

不明

13

14

4.2%

2

3

07 テキストや教材の選定

3

4

0

1
Q 05

4.1

21.2%

36.8%

31.2%

40%

56.0%

60%

80%

2
Q 06

4.4

3
Q 07

3.7

教員回答

4

13.4%

4
Q 08

3.5%

2.1%

3.5%

1.4%

4.2%

20%

5
Q 09

クラス平均

3.9

40%

6
Q 10

4.1

45.3%

60%

7
Q 11

4.2

8
Q 13

80%

4.1

9

100%

100%

学生のクラス平均と教員回答について「値の差」及び「どちらの値が高いか」に着目します。
値の差が大きい場合や、教員回答の値がクラス平均を大きく上回る場合は、左図各項目の「重要度と充足度の
プロット図」と併せてご覧頂き、その項目の改善必要性について一度ご検討ください。

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Ⅶ．学生回答と教員回答の比較

12 その他

11 特になし

10 私語への対応

09 開講する曜日・時限

08 教室など施設条件

04 関連する情報や話題の提供

2.8%

06 受講生同士のコミュニケーション

4.37

4.19

03 パワーポイント

5

4.9%

7.8%

4年次以降

02 板書

0%

05 教員とのコミュニケーション

設問20 総合的に判断してこの授業は意義のあるものでしたか。

67

01 配付資料

設問19 この授業を受けて知識が深まり、あるいは能力が高まりましたか。

54

59

6

13

53

2.8%

0.7%

0.7%

14.1%

20%

Q16 この授業で工夫してほしいと思うものをすべて選んでください。

Ⅴ．設問16の回答分布

09 その他

08 授業名に惹かれた

07 必修科目だった

06 時間割の都合

05 教員に惹かれた

04 授業内容に魅力を感じた

03 友人が履修した

02 自分の興味・関心と合致した

18

2

20

照

57

82

62

59

50

51

41

84

57

照

3

53

68

0.0%

0%

3年次

4

6

参

56

41

55

56

50

63

41

44

60

参

12

61

45

01 専門性を高めたい

Q04 この授業を履修した動機をすべて選んでください。

2年次

4.27

2

Ⅴ

20

12

20

18

27

19

46

11

17

Ⅳ

29

20

20

5

強くそう思う

4

設問18 友人や後輩に推薦できるような授業内容でしたか。

4.15

図

3

3

1

5

9

4

9

0

5

図

45

5

6

3

Ⅳ．設問4の回答分布

49

設問17 この授業を受けて知的好奇心を刺激されましたか。

設問16 この授業で工夫してほしいと思うものをすべて選んでください。

設問15 授業の難易度についてどのように感じましたか。
右

4

4.13

設問13 教員は受講生の反応を確かめながら授業を進めていましたか。

設問14 授業の進度についてどのように感じましたか。

2

3

4.41

4.21

設問11 教室内の学習環境は適切に保たれていましたか。

設問12 授業に対する教員の熱意を感じましたか。

3

4.15

5

3.92

設問10 教員は受講生に対して公平に接していましたか。

4

4.08

設問09 質問や相談が出来るように配慮されていましたか。

3

3.77

設問08 理解しやすい話し方でしたか。

2

4.47

設問07 教材の使い方は適切でしたか。

1

設問06 毎回の授業のテーマは明確に示されていましたか。

設問05 教員は授業の開始・終了時刻を守ろうとしていましたか。

右

2

4.19

2

4.12

設問04 この授業を履修した動機をすべて選んでください。

2

回答者数（人）
全くそう思わない

1

4.21

平均

設問02 あなたはこの授業に意欲的に取り組みましたか。

項目

設問01 あなたはこの授業によく出席していましたか。

Ⅲ．各設問の回答分布

1年次

Ⅱ．回答者数（人）

771

授業コード

Ⅰ．授業属性

2011年度春学期 講義系科目 授業評価アンケート（最終アンケート）

充足度
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2011年春学期 科目提案学生委員会「それいけ関大生」フィードバック・アンケート
【科目提案学生委員会について】

授業を受けてみて、学生が授業科目をつくること
に意義はあると感じましたか？

学生が運営委員として授業を企画・運営している
姿をどう思いましたか？

①とてもある

②まぁある

③どちらともいえない

④あまりない

⑤まったくない

71

54

7

6

4

ア）楽しそう

イ）大変そう

31

48

①たいへん刺激を
②まぁ刺激を受けた
受けた
学生が主体的に運営する姿を間近で見て、あな
た自身の主体性は刺激されましたか？

24

77

ウ）自分もやってみ エ）得られるものが多そ
たい
う

オ）その他

9

58

3

③普通

④自分には無理だと感
じた

⑤その他

26

11

1

エ）聞く力

オ）伝える力

【科目のテーマ・内容・グループワークについて】
ア）不屈精神力
授業であつかった「4つの力」のうち、学んでよかっ
たと思うもの全てをマルで囲んでください

イ）コンプレックス転
ウ）抱えて生きる力
換力

59

64

51

73

90

①多すぎる

②少し多い

③適切だった

④少し少ない

⑤まったく少ない

8

49

81

2

0

①とてもよかった

②まぁよかった

③普通

④いまひとつだった

⑤よくなかった

39

73

13

9

1

①自主性・主体性

②コミュニケーション
力

③責任感

④司会のスキル

⑤調整能力

52

106

15

13

17

⑥書記のスキル

⑦相対的な視点

⑧意見発信力

⑨仲間や友人

⑩その他

10

36

57

72

3

①とてもなった

②なった

③何ともいえない

④あまりならなかった

⑤全くならなかった

46

75

10

3

3

①適切だった

②多すぎた

③もう少し多くてもよ
かった

④足りなかった

105

15

19

1

①クイズのために
事前に講師につい
てかなり調べた

②調べたり調べな
かったり

③あまり調べなかっ
た

④全く調べなかった

22

90

18

13

③何とも言えない

④あまり意味があったと
思えない

⑤ほとんど意味が
あったと思えない

授業全体を通して考えてみて、グループでの作業
はどうでしたか？ 以下の（ア）・（イ）の質問をお
答えください
（ア）作業量

（イ）ワークのテーマ

グループワークを通じて得たと思うものがあれ
ば、その全てにマルを付けてください

グループワークはあなたにとって関係作りのきっ
かけになりましたか？
【運営形態について】

教員・運営委員との数はどうでしたか？

スキャネットシートを用いたクイズについて、当て
はまるものにマルを付けてください

①とても意味があっ ②まぁ意味があった
たと思う
と思う
スキャネットシートでのクイズは、学生に事前の下
調べを促したくて導入したものです。意味があった
と思いますか？

もし「それいけ関大生」の続編科目が開講された
としたら受けたいですか？

16

56

32

20

10

①ぜひ受けたい

②受けてみたい気
持ちがある

③何とも言えない

④あまりそうは思わない

⑤まず受けない

59

65

11

0

3

※総合計は、無回答や重複回答があるため、回
答者とは一致しません。（回答者数141名）
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学生が運営委員として授業を企画・運営している姿（n=149）

学生が授業科目をつくることの意義（n=142）
⑤まったく
④あまりない ない
2.8%
③どちらとも
4.2%
いえない
4.9%

ウ）自分も
やってみたい
6.0%

オ）その他
2.0%

イ）大変そう
32.2%
①とてもある
50.0%

②まぁある
38.0%

エ）得られるも
のが多そう
38.9%
ア）楽しそう
20.8%

「4つの力」のうち、学んでよかったと思うもの（n=141）

主体性刺激（n=139）
④自分には
無理だと感じ ⑤その他
0.7%
た
7.9%

0.0%

40.0%

51.8%

イ）コンプレックス転換力

45.4%

ア）不屈精神力

41.8%

ウ）抱えて生きる力

36.2%

グループでの作業 （イ）ワークのテーマ （n=135）

グループでの作業 （ア）作業量 （n=140）

③普通
9.6%

②少し多い
35.0%

20.0%

40.0%

60.0%

②コミュニケーション力

36.9%

⑦相対的な視点

25.5%

⑤調整能力

12.1%

③責任感

10.6%

⑩その他

④あまりなら ⑤全くならな
なかった
かった
2.2%
2.2%
③何ともいえ
ない
7.3%
①とてもなっ
た
33.6%

40.4%

①自主性・主体性

⑥書記のスキル

80.0% 100.0%

51.1%

⑧意見発信力

④司会のスキル

関係作りのきっかけ（n=137）

75.2%

⑨仲間や友人

①とてもよ
かった
28.9%

②まぁよかっ
た
54.1%

グループワークを通じて得たと思うもの（n=141）
0.0%

⑤よくなかっ
た
0.7%

④いまひとつ
だった
6.7%

⑤まったく少
ない
①多すぎる
0.0%
5.7%

③適切だった
57.9%

80.0% 100.0%
63.8%

エ）聞く力

②まぁ刺激を
受けた
55.4%

④少し少ない
1.4%

60.0%

オ）伝える力

①たいへん刺
激を受けた
17.3%

③普通
18.7%

20.0%

②なった
54.7%

9.2%

7.1%
2.1%

－168－

教員・運営委員の数（n=140）

スキャネットシートを用いたクイズについて（n=143）

④足りなかっ
た
0.7%

④全く調べな
かった
①クイズのた
9.1%
めに事前に講
師についてか
③あまり調べ なり調べた
なかった
15.4%
12.6%

③もう少し多く
てもよかった
13.6%
②多すぎた
10.7%
①適切だった
75.0%

②調べたり調
べなかったり
62.9%

続編科目が開講されたら受けたい？（n=138）

スキャネットシートでのクイズ_意義（n=134）
⑤ほとんど意
味があったと
思えない
7.5%
①とても意味
④あまり意味 があったと思
う
があったと思
11.9%
えない
14.9%

④あまりそう
は思わない
0.0%

⑤まず受けな
い
2.2%

③何とも言え
ない
8.0%

②受けてみた
い気持ちがあ
る
47.1%

③何とも言え ②まぁ意味が
あったと思う
ない
41.8%
23.9%

－169－

①ぜひ受けた
い
42.8%

カ）マルチメディア教育論、メディア表現論における多人数双方向授業の実現
１）LA、TA と CEAS を活用した双方向授業のデザイン
多人数双方向授業として、総合情報学部における授業実践事例を述べる。ここでは「マルチメディア
教育論（担当：黒上晴夫）」
、
「メディア表現論（担当：中橋雄）」の 2 つの授業を事例として取り上げる。
「マルチメディア教育論」は、教育の情報化やブロードバンドが普及の中で、学習の質や教育の質はど
のように変わっていくのか、また学習者にどのような力が形成されていくのかを考えていく授業である。
総合情報学部の 3 回生以上を対象とした授業で、約 240 名が受講している。「メディア表現論」は、2
年次配当の授業で、約 100 名が受講している。この科目は、社会におけるメディア表現の意義と方法を
学ぶ授業で、隔週 2 コマ連続・全 7 回で実施された。各回の主なテーマは①メディア・リテラシー②ジ
ャーナリズムとモラル③広告分析④広告制作⑤ドキュメンタリー番組における演出⑥市民メディア⑦
メディア表現技法である。
これら 2 つの授業は、メディアを活用した教育（ならびにメディアに関する教育）、メディアの表現
といった異なる内容を扱っている。しかし、これらの科目における共通点がある。それは、学生同士な
らびに教員と学生とのやり取りを促すことで、
「多様な考え方を知る」
「授業内容や多様な考え方を整理
する」「自分なりの考えを見いだす」力の育成を目指していることである。
これらの力を育成するために、授業では通常の講義に双方向的なやりとりを導入すること加え、LA
（Learning Assistant）、TA（Teaching Assistant）と CEAS（本学の学習運営システム）を活用して
いる。たとえば、
「マルチメディア教育論」では、TA が授業の初めに、前回の授業のリフレクションと
して、CEAS に書き込まれた学生のコメントを紹介する。投稿する議題は、「授業内容に関連すること
を自分で調べてコメントする」というもので、書き込みは平常点として加算される。授業コメントにつ
いては、授業者自身でも選んでプリント形式でフィードバックしている。しかし、それは欠席者等にも
授業内容がイメージできるようにとの配慮から、①コメントとして質の高いもの、②質は高くなくても
授業の内容がイメージできるもの、の両方を掲載している。一方、TA のフィードバックにおいては、
TA の目からみて、質の高いコメントを選んでおり、さらに自分自身の視点からそれに論評を加えてい
る。取り上げられるコメントの種類もちがっているし、フィードバックがあるという点で大きく違う。
また、「メディア表現論」では、まず授業で教員が設定した「立場によって多様な考え方が存在する
課題」に対して、学生が個別で考える。その後、学生は同じ課題に対して授業で意見を発表したり、グ
ループで話し合ったりする。それは、様々な意見に触れることで学生が「多様なものの考え方」を知る
ことの重要性を認識し、他の学生の意見を知りたいと意欲を持ち、能動的に学習に取り組めるのではな
いかと考えたからである。授業で発言し、グループで話し合うには、「自分なりの意見」を述べる必要
があるため、学生は受け身ではなく、自分の主張を考えながら能動的に授業に取り組むことを想定した。
しかし、授業中は意見を聞くことができる人数や考える時間が限られているため、多様な意見を解釈
し、「自分なりの意見」を十分に検討できない可能性もある。そこで LMS である CEAS のフォーラム
を活用し、学生がより多くの学生の意見を閲覧し、時間をかけて思考を深め、「自分なりの意見」を出
せるようにした。こうした学生の活動を支援するために、当該科目を履修済みの上位学年の学部生 2 名
を LA（Learning Assistant）として導入した。LA はグループワークを補助したり、投稿を整理した結果
を次の授業で紹介したりし、学生の主張が拡散しすぎないように、また学生が「自分なりの意見」を再
度考えるよう促した。
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２）授業の効果
授業の効果を分析するために、それぞれの授業でアンケート調査を実施した（詳細は 22 年度の報告
書、ならびに岩崎 2010 参照）。その結果、いずれの授業においても、学生が授業後 CEAS にコメント
を投稿したことに関しては、多くの学生が、「授業内容を整理することができた」
、「授業内容に対する
自分なりの意見を考えることができた」と回答しており、CEAS を活用したことによる双方向授業の効
果を確認できた。また、コメントを投稿することを通じて、
「授業内容に対して新たな疑問を持ったり、
より深く考えたりする機会にもなっている」と考える学生が多いことがわかった。 また、CEAS にコ
メントをするために、「授業についても考えながら聞くようになっている」ことも示された。
学生からは LA、TA によるフォーラムのふりかえりを新たに自分の意見を考える機会だと捉え、授業
への理解をより深めていることが示され、LA、TA が学生の活動を支えていることが指摘された。「マ
ルチメディア教育論」では、TA によるフィードバックに対して、「TA の方がいたことにより、自分で
は気づかないことを知ることがでたし、良いコメントが発表されているので、自分に足りない考え方や
人の考えを知れた。そのおかげで前回の復習をでき、頭に残って、とてもためになった。」
、
「TA さんの
おかげでできるだけ学生の視点で説明していただけたので分かりやすかったです。毎回丁寧にフィード
バックをしてもらえたのでやりがいもありました。」等の意見が寄せられた。LA、TA を活用したこと
による効果が指摘された。
このように、学生は授業やフォーラムで他者の意見に触れ、「多様なものの考え方」を知り、さらに
自分の主張を検討するプロセスを通じて「自分なりの意見」を考えることができるようになり、学生の
思考力を育む能動的な学習に関して一定の成果を得られた。しかし本研究は一事例に過ぎない。今後も
継続的に調査を続け、学生数が増えた場合や理工系の授業など科目特性が異なる授業を対象とするなど
事例の蓄積が求められる。

参考文献：
岩﨑千晶、中橋雄（2010）
「LMS を活用した多人数授業におけるアクティブ・ラーニングの実践」
『論文誌 ICT 活
用教育方法研究』第 13 巻 第 1 号：11-15
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キ）各学部での専門科目への展開
本取り組みでのアクティブ･ラーニングは主に初年次学生を対象とした全学共通教育を舞台としてい
るが、各学部への専門教育にもアクティブラーニングを展開させてゆくことも課題として含み持ってい
る。しかしながら、本取り組みの実施母体である教育推進部およびその下部組織である教育開発支援セ
ンターは、基本的に扱うことのできる範囲は全学共通科目に限定されており、専門科目のカリキュラム
は原則的に各学部の裁量にゆだねられている。その意味で、学部の専門科目へのアクティブ･ラーニン
グの展開も、直接的にではなく間接的なものにならざるを得ない。では、間接的な展開とは具体的には
どのようなものになったのだろうか。
一つには、学部専門科目を担当する学部教員との連携である。文学部で開講された「知のナヴィゲー
ター」および「英米文化論」、商学部で開講された「国際協力論」において LA を活用していただいた。
いずれの科目もグループワークが授業の軸になっている。また、多人数授業ではクリッカーを活用して
の授業も実施されている。法学部「現代政治論 1」、商学部「国際協力論」、人間健康学部「少子高齢化
社会を考える」、外国語学部「外国語教育メディア論」、総合情報学部「メディア表現論」など、複数の
学部の科目でクリッカーの利用が拡大しつつある。こうしたクリッカーの利用のさらなる拡大に向けて、
教育開発支援センターでは、要望に応じてクリッカーの説明を実施しており、さらに 2011 年 11 月 11
日（金）にはクリッカーの活用方法をテーマにして第一回のランチョンセミナー（専任教員、非常勤教
員を対象とし、予約不要で参加自由の形式で 12：20～13：30 の時間帯で実施）を開催した。
もう一つは、LA を媒介とした教育改善の展開であり、これはわれわれが取り組み開始当初は予想し
ていなかったものである。全学共通教育のスタディスキルゼミにおいて、ファシリテーションのノウハ
ウや教員との協働の経験を積んだ LA たちは、スタディスキルゼミの中で LA としてアクティブ･ラーニ
ングの実施の一翼を担うだけでなく、三年次、四年次と学年を重ねてゆくにつれて、学部の専門教育に
おいて単なる受講学生ではなく、むしろ教育改善の自発的な協力者として振る舞うケースがあることが
分かってきたのである。つまり、学部の専門科目の講義やゼミにおいて、他の学生の学習を促進させた
り、場合によってゼミの運営に課題があると思われるような場合に、ベテラン LA は受講生たちの学習
の様子や状況を踏まえて、担当教員に協力的な仕方で改善案を提案したりするなどして、何らかの形で
教育改善に貢献していることがあるのである。このように、LA たちは学部教育の受講者として授業に
参加することそのものが、学部教育へのアクティブ･ラーニングの展開に寄与していることが見えてき
た。
学部の専門科目へのアクティブ･ラーニングの十分な展開にはまだ時間が必要ではあるかもしれない
が、LA たちが着実な成長を遂げつつある本取り組みの成果を踏まえる限り、今後も彼らが全学共通科
目と学部専門科目を行き交い、つなげ、アクティブ･ラーニングを伝播させてくれる見込みは十分にあ
ると言えるだろう。
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ク）アクティブ・ラーニング実践のためのツール
（１）アクティブ・ラーニング型授業を促進するための ICT 利用に関するラ
ンチョンセッションの実施
１）アクティブ・ラーニング型授業を促進するための ICT 利用に関するランチョンセッシ
ョンの企画・運営
本 GP では、多人数講義でクリッカーを導入することで、教員が授業内容に対する学生の意見を聞き、
学生の意見を反映させた授業を実現しやすい環境、ならびに学生が他の学生がどういった意見を持って
いるのかを知り、自らの考えを反省的にふりかえる環境を提供しようとした。2010 年には、教員向けに
クリッカーに関するセミナーを実施し、教員らと意見交換をした。意見交換では、今後も継続的に、ア
クティブ・ラーニング型の授業における ICT を活用に関するセミナーを実施することの必要性、ならび
にクリッカーに限らない ICT ツールの利用についても取り上げていくことの重要性が示された。
このような背景から、2011 年秋学期より、毎月第一金曜日にランチョンセミナーを実施する運びと
なった。セミナーでは、アクティブ・ラーニング型授業を促進することを目指し、クリッカーをはじめ
とした ICT の利用方法(操作方法含む)や実際の授業での利用例について紹介を行っている。これまでに
3 回のセミナーを開催した（表１参照）。
＜表１

ランチョンセミナーの実施スケジュール＞

実施日

セミナー内容

第 1 回（11 月 11 日）

「クリッカーの利用について」

第 2 回（12 月 2 日）

「学生の提出物を円滑に管理させるには」

第 3 回（1 月 6 日）

「受講生に授業時間外も意見交換をさせるには」

２）クリッカーに関するランチョンセミナーとその効果
これまでに、法学部「現代政治論１」、商学部「国際協力論」、文学部「少子高齢化社会を考える」、
外国語学部「M 外国語教育メディア論」、総合情報学部「メディア表現論」、全学共通科目「プロフェッ
ショナルのまなざし

―マナビをマナブ。―」
、
「教育方法技術論」など複数の教職科目において教員が

クリッカーを活用した授業が行われた。例えば、「教育方法技術論」では、第一回目の授業でどのよう
な学生が授業に参加しているのか、学生のレディネスを確認するための質問をクリッカーで行うことで、
学生の質や興味関心を把握するように活用し、その後の双方向的な授業実践や授業構成に役立てていた。
「プロフェッショナルのまなざし」では、クリッカーの質問を皮切りに、学生同士で話し合いが行われ
ていた。また、「メディア表現論」では、まず学生がアメリカで制作されたスーパーモデルを活用した
CM を視聴する。この CM は、性差別・暴力的との指摘があり、アメリカで議論を引き起こした CM であっ
た。その後、視聴した感想をクリッカーで回答する。学生は、「つまらない・悲しい・腹立たしい・お
もしろい」という選択肢の中からクリッカーを活用して回答をする。そして、教員は、各選択肢を選ん
だ学生に理由を尋ね、全体に発表させるといった形式でクリッカーを利用していた。
以上のように、教員はこれらの多人数講義においてクリッカーを導入することで、双方向的な授業を
実践していることが示された。今後も継続的に、アクティブ・ラーニング型授業を促進するための ICT
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利用に関するランチョンセッションセミナーを実施していくことで、新たにアクティブ・ラーニングを
実施しようとする教員支援を進める。

３）アクティブ・ラーニングの実践における CEAS 利用
多人数講義では、他者の考えを知り、相対的に自分の意見を考える機会を十分にとれない、学生の発
言力が不十分であるために対面では十分な議論ができないと言った課題がある。しかし、一方で数多く
の学生の意見を知ることができると、視野が広がるといった利点もある。本節では、これらの課題を改
善し、利点をより活かすツールとして学主運営システム（Learning Management System）として CEAS
利用について述べる。
CEAS は、教員の授業運営に対する支援や教務管理的な負担軽減のため、ならびに多人数の対面型授業
を補うために開発されたシステムである。機能としては、資料配付、出席確認、成績管理、レポート提
出、小テスト、FAQ、メール、アンケート、BBS、チャット、グループフォルダなどを備えている。2002
年 11 月から工学部での活用が始まり、2004 年に関西大学の取り組み「進化する e-Learning の展開～授
業と学習の統合的支援及び教授法と学習コンテンツの共有化」が現代 GP に採択されたことをきっかけ
に、全学的に CEAS が導入されるようになった。
中でも今回は、授業外に多くの学生の意見を知ることができる、時間をかけて自分のペースで意見を
考えることができることを促す CEAS のフォーラム機能を活用について述べる。フォーラムを活用する
にあたっては、まず、フォーラムを「授業の中でどう位置付けるのか」を検討する必要がある。つまり
はフォーラムを活用することで何をねらいとするのかを考えることが求められる。たとえば、トピック
利用に関するねらいには次のようなものが考えられる。
①授業のふりかえり：授業内容を振り返って、学んだこと考えたことを述べる
②次の授業への動機づけ：授業までに教科書 XX 頁を読み、その感想を UP しておく
③授業への参加意識の向上：意見交換の内容を授業でも取り上げる
④学生同士の意見交換の場を確保：授業内にも意見交換を取り上げる
ねらいを定めると、次に何を議論させるのかを検討する。たとえば、ねらいを「授業のふりかえり」
と、議題を「今日の授業で学んだこと、考えたこと」とする。この場合かなり広い範囲でのふりかえり
となる。ある程度絞った議論をさせたいのであれば、各テーマにより密接したテーマを設定させる。た
とえば「さまざまな学力観について知り、考えたこと、学んだことについて記して下さい」や、「学力
に対するさまざまな捉え方があります。共感できた学力観をとりあげ、どういった点に共感できたのか
とその理由について記して下さい」などが挙げられる。このようなテーマであれば、学生は、授業内容
をふりかえり、他の学習者の意見を知ることができる。教員は、授業に対する学生の理解度を確認でき
る。こうした議題は、比較的多義性の高い科目特性において有効な議題であるといえる。すでに明確に
定義されている事柄を学ぶことや、答えが単一になる学習課題を扱う一義性の高い科目の場合は、授業
で学んだこととすると同じような回答が続くことが想定される。こうした課題へ対応するには、学生の
経験をもとに論じたり、同士に授業で学んだことから問題を作らせたりすることが有益となるのではな
いか。たとえば、
「XXX という定義に関して、自らの経験と結びつけて論じなさい」など、授業で扱った
知識だけではなく、学生の経験と関連させて問うような課題である。ほかにも、「授業内容に関連する
問題を作成する」とすることで、学生同士で問題を作らせ、互いに回答させることができる。
また、何を議論させるのかを検討する際、どのレベルの意見交換を目指すのかを検討することも求め
られる。たとえば、多人数講義においてダイアローグ形式で深い意見交換をさせたい場合は、少人数の
グループをつくる必要がある。学生が書いた意見を踏まえた上で自分の意見を書く緩やかなダイアロー
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グの場合は、比較的人数が多くても実践できるであろう。しかし、多人数のグループでも意見が分かれ
る議題を設定することで、活発な議論を生み出すことも可能である。たとえば、教育方法技術論では、
「知識伝達型の授業観、知識構築型の授業観、どちらを採用して授業をしていくことがよいとあなたは
考えますか？」という議題を設定した。本来であれば、両者の考えとも重要であるため、どちらか一方
を選ぶことが適さない課題であるが、あえてフォーラムで意見を出させて、あらためて授業観について
考える機会を設けた。その結果、非常に活発な意見交換が行われた。以上のように、目指すべき議論の
形態を目指したうえで議題を設定することも重要になる。
最後に、フォーラム利用において忘れてはならないのが、学生の意見交換の成果をどう評価するのか
という課題である。たとえば、成績への反映をさせるのか、量と質をどう見るべきなのかなどを考える
必要がある。これまでの教員の事例では、学生のモチベーションを上げるためにフォーラムへの投稿は
授業の平常点として成績の一部に取り入れる場合が多い。その場合は、スレッドに対する投稿数・閲覧
数・返信数が学習者ごとに確認できる CEAS のフォーラム管理機能を活用できる。しかしこれは定量的
な判断ができるが、定性的な判断が難しい。定性的に判断する場合は、投稿された意見を一つ一つ質的
に評価する必要がある。多人数講義となると、質的な評価に時間がかかるため、TA と協働した実践を検
討することも求められるであろう。
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（２） ス
スキャネットシー
ート
「スキャ
ャネットシート」は、東京
京に本社を置
置く「スキャ
ャネット株式
式会社」が製
製作・販売し
しているマー
ー
であり、授業
業内のアンケートや小テ ストに用いることができ
きる。アクテ
ティブ･ラー
ーニングのツ
ツ
クシートで
ールとして
ては、主に多人数授業にお
おいて、出席
席管理、授業
業の予習を促
促す確認小テ
テスト、授業
業後の復習テ
スト等とし
して活用することができるだろう。ス
スキャナさえ
えあれば、学
学生から回収
収したスキャ
ャネットシー
ー
トは、同社
社のウェブペ
ページから無
無料でダウン
ンロードする
ることのできる採点ソフ
フトを用いて
て、自動で採
採
点・集計で
できる。
【スキャネッ
ットシートの
のサンプル】

上のサン
ンプルのシー
ートは、「それ
れいけ関大生
生」において
て、授業の開
開始前に配布
布し、活用し
したものであ
あ
る。「それい
いけ関大生」は、5 名か
からなる 30 以上のグル
ループ単位で基本的な作業
業が進められ
れ、「講師に
に
よるレクチ
チャー」→「グ
グループディ
ィスカッショ
ョン」→「全体ディスカッション」の
の三つのセク
クション（そ
そ
れぞれ授業
業一回ずつ）を
を一つのユニ
ニットとして
て構成されて
ている。スキ
キャネットシ
シートは、
「レ
レクチャー」
の回の授業
業開始前に、ミニクイズの回答用紙 としてグルー
ープに一枚ず
ずつ配布し、 授業開始後
後 10 分程度
度
で回収した
た。クイズの内容は、その
の回の授業で
でレクチャー
ーをしてくれ
れる講師自身
身の主にプロ
ロフィールに
に
関することであり、講師についてイ
インターネッ
ットで調べれ
れば簡単に分
分かる程度の
の問題 5 問で
である（問題
題
委員に作ってもらった）。 これは、講
講師のプロフ
フィールを調
調べ、講師の
の背景や文脈
脈
は全て科目提案学生委
親しみを覚えてもらうことで、受講生
生によるレク
クチャーへの
のコミットメ
メントの度合
合いをより高
高
を知り、親
めようと意
意図してのことである。そ
そのため、レ
レクチャー回
回の前の回の
の授業の最後
後に、次回の
の授業でレク
チャーをす
する講師が誰
誰かをアナウンスし、次回
回までに予習
習として講師
師のプロフィ
ィールについ
いて調べてく
るように教
教員が注意を喚起した。
また、シ
シートは一人一枚ずつではなく、グル
ループ一つに
に付き一枚の
の配布である
る。これは、グループで
で
協働する機
機会をできるだけ増やそうという運営
営の意図によ
よっている。幸い、熱心
心な学生たち
ちが授業開始
始
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よりずいぶんはやく教室内で着席している様子が散見されたので、あえてシートは授業前に各グループ
の机に配布しておいた。コース前半ではまだグループの緊張が十分にとけていないであろうことを予想
し、授業でのワークが始まるまでのグループ内での一種の話題提供の意味合いも含めてあったが、果た
して授業開始前の休み時間にグループ内でわいわい話し合っている様子もよく見ることができた。
シートは一回につき 5 点、4 名の外部講師のレクチャーの回にそれぞれ実施したので、都合 4 回実施
した。配点はコース全体の成績評価 100 点のうち 20 点を占めている。かなり大きな割合を占めている
と言ってよいだろう。結果的に、この配点割合が受講生にとって今ひとつ理解が得られなかったのか、
スキャネットシートの活用は受講生にとってあまり肯定的には受け入れられなかった。すでに第 1 章 7
節での科目提案学生委員会の活動報告の資料にもあるように、受講生へのアンケート結果に依れば、ス
キャネットシートを用いたクイズのために、事前に講師についてかなり調べた、という割合は 15%ほど
にとどまり、6 割以上が調べたり調べなかったり、という結果にとどまった。ただ、クイズそのものの
意義については、半数以上が肯定的な回答を寄せている。おそらく、より学生の予習を促すためには、
クイズそのものを、より自然に授業の中に組み込み、学生の学習を促進させるようなものとして位置づ
ける、という工夫が必要になるだろう。クイズを作成すること自体は実際にはさほど難しい作業ではな
いが、学生に、何を調べてきて欲しいか、授業で何をして欲しいか、という狙いや目的から逆算してク
イズを作成する、という戦略性をもってクイズを作成するのは存外難しい。今後は、そうしたノウハウ
の蓄積が求められるだろう。

８

第５回関西大学 FD フォーラム「きく力を涵養する」

「アクティブ・ラーニング」の実施においては、学生が自ら思考し、表現することを促す授業作りが
基軸のひとつになるが、思考や表現といった「アウトプット」の質を向上させるには、「インプット」
の質にも着目する必要があることは言うまでもない。わけても、「きく」というプロセスは、大学の授
業の中での「インプット」の多くを占めている。それゆえ、
「きく」の質を上げること、そして、
「自ら
きく」という姿勢を学生の中から引き出すことは、授業の成果をあげ、すぐれた学習成果をうみだす鍵
を握っていると表現できるだろう。また、「きく」に対する学生の意識を高めることは、私語の抑制な
ど学習環境の向上にもつながるといわれている。
このような理由から、本取り組みにおいては、「きく」が占める重みは大きい。そこで、第 5 回関西
大学 FD フォーラムでは、フロンティアとして「きく力」を伸ばすための先進的なプログラムを実践し
ておられる桜美林大学の穐田照子教授をお招きし、授業のなかで学生のきく力を涵養するためになにが
できるか、についてご講演いただいた。ご講演は、「きく」という行為には「聞く」、「聴く」、「訊く」
などの複数の種類があること、単純に見えるそれらの行為が、実際には複合的なプロセスからなること
（HURRIE モデル、MKSP モデルのご紹介）、など基本的な概念のご説明から、「きく力」をひきだす
ために通常授業のなかでもできる工夫やノウハウ、また正課としての「きく力」育成の教育プログラム
やその効果、といった具体的な実践部分にまでわたり、「きく」が実際に学生にとって幅広い学習の基
礎となっていることが（たとえば、聴く力のある学生が、大学院や博士課程に多く進む、といった研究
結果などのご紹介も交えて）が明確に示されていた。
本学にはまだ、具体的な正課の授業として「きく」にのみ焦点を当てた科目はないが、今回のフォーラ
ムでは定員 100 人余りの教室が満員となったことからも、
「きく」が多くの先生方から期待を寄せられて
いることをうかがうことができるだろう。より深いレベルでのアクティブ・ラーニングの推進や、授業環
境の改善という観点からも、本取り組みにおいてもさらに積極的に「きく力」を育てる手法の紹介や情報
提供に努めてゆく必要がある。また、授業科目を正課として立ち上げてゆくという方向性をこれから実際
に検討してゆくことも、今後の課題の一つとしてあげられるだろう。
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最終成果報告会

本取組「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」の最終成果報告会を下記の通り開催した。
行事名

第 6 回 FD フォーラム
（三者協働型アクティブ・ラーニングの展開

主催者

関西大学

日時

2012 年 1 月 28 日

会場

関西大学千里山キャンパス第 1 学舎 5 号館

参加人数

約 100 人

次第

13:00～13:10 開会挨拶
市原靖久

（関西大学

最終成果報告会）

E403 教室

副学長・法学部教授）

13:10～13:55 第 1 部
「三者協同型アクティブ・ラーニングの展開‐その成果‐」
須長

一幸

（関西大学

教育推進部

准教授）

アドバイザリースタッフ（3 名）
14:10～15:40 第 2 部「識者・先駆者に聴く」
・「学生と授業を楽しむコツ」
橋本

勝

氏

（富山大学

教授）

・「初年次教育とアクティブ・ラーニング」
山田

礼子

氏

（同志社大学

教授）

・「この一年のアクティブ・ラーニングへの取り組み・展開を
振り返って」
溝上

慎一

氏

（京都大学

准教授）

15:55～17:25 第 3 部「識者・先駆者に訊く」
・本 GP の総括と展望について
・パネルディスカッション「アクティブ・ラーニング入門
一歩前」
橋本

勝

氏、山田

礼子

氏、溝上

慎一

氏、

三浦

真琴（関西大学

教育推進部

教授）

岩﨑

千晶（関西大学

教育推進部

助教）

竹中

喜一（関西大学

授業支援グループ職員）

ラーニングアシスタント学生（3 名）
ラーニングアシスタント候補（1 名）
17:25～17:30 閉会挨拶
田中俊也（関西大学

教育開発支援センター長・文学部教授）

最終報告会では、まず第 1 部で本取組における成果を報告し、第 2 部で識者・先駆者として学生参画
型 FD の第一人者である橋本勝氏（富山大学）と、アメリカの高等教育や継続教育の研究に取り組まれ
ており、初年次教育学会の会長でもある山田礼子氏（同志社大学）、アクティブ・ラーニング研究の第
一人者である溝上慎一氏（京都大学）をお招きし、講演をしていただいた。それらを踏まえて第 3 部で
は、パネルディスカッションでは「アクティブ・ラーニング入門一歩前」と題し、第 2 部で講演いただ
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いた 3 名に先生方に加え、教育推進部の教員 2 名、授業支援グループの職員 1 名、さらに LA3 名と LA
候補生を交えて、報告や講演への質問・意見に答えるという形でパネルディスカッションを行った。そ
の内容を以下に報告する。
■第 1 部「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開‐その成果‐」
本取組の概要として、須長がスタディスキルゼミの展開や三者協働体制について、これまで集めてき
たデータや図を用いて紹介した。次に、本取組のテーマであるアクティブ・ラーニングに関して、取り
組みを進める中で見えてきた本取組ならではのアクティブ・ラーニングの姿を整理した後、アクティ
ブ・ラーニングを学内で展開するために行った、双方向的授業のための取り組みや、科目提案学生委員
会、「十字モデル」による論理的思考の育成など、スタディスキルゼミ以外のコンテンツを紹介した。
加えて、アクティブ・ラーニングの展開を支えた LA の育成プロセスや、実際の業務、そこから見え
てきたこと、それを基に実施された研修の作成過程や実施内容、LA たちの活動の広がりについて、そ
れぞれの企画に関わった AS が説明した。
最後に本取組の成果として、アクティブ・ラーニングの実践の広がりやスタディスキルゼミ受講生の
学力、LA の成長、教育改善の視点からアクティブ・ラーニングが展開したのかについて述べ、本取組
の最終報告とした。
■第 2 部「識者・先駆者に聴く」
・橋本勝

氏

（富山大学）

橋本氏からは「学生と授業を楽しむコツ」という題で、学生が授業に主体的に取り組むために必要な
ことや、学生が潜在能力を発揮するために教員が意識すべきポイントについてご自身のご経験や現在の
取り組みを踏まえて講演して頂いた。
‐学生と授業を楽しむコツについて
学生が授業に対して主体的に取り組むためには①自分の知的成長に対する期待感、②新しい何かに出
会える期待感、③楽しい時間を仲間と共有できる期待感の３つの期待感を学生に持たせることが必要で
あり、かつ教員も①「教える」のではなく「学ぶのを手助けする」授業へ、②「いい授業」ではなく「教
員も楽しめる」授業へ、の２つの新たな授業観を持つ必要がある。加えて、学生には潜在能力があり、
教員がそれを信じて適切な場を設定することで学生は潜在能力を発揮することができる。そのために、
教員は①楽しさの追求、②学生同士の相互刺激、③自由度の保証、の３つのポイントを意識して授業を
考えることが必要である。学生の潜在的学習意欲を十分引き出すために教員は常に考え工夫すべきであ
り、目指すべきは「自分が学生だったら受けたくなるような授業」であると述べられた。
‐先駆者の現在の取り組みについて
橋本氏がこれまで取り組んできた「橋本メソッド」や「学生参加型 FD」の活動を紹介しつつ、現在
も岡山大学で活動が続いていること、さらに現在富山大学で取り組まれている「新・橋本メソッド」や
UDmates などの活動をご紹介頂いた。
・山田礼子

氏

（同志社大学）

山田氏からは「初年次教育とアクティブ・ラーニング」という題で、近年の初年次教育の現状につい
ての紹介の後、初年次教育とアクティブ・ラーニングの関連について全国調査などのデータを用いて講
演して頂いた。
‐現在の初年次教育の現状について
近年、初年次教育の概念が整理され、日本の高等教育にプログラムとして根付き、それを支える教育
系センターが増加している。また、大学や学部の目的によって初年次教育は多様化しており、専門教育
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と関連付けて実施されることも増えている。初年次教育の内容は８つの領域に整理されており、実際に
はオリエンテーションや情報リテラシー、スチューデント・スキル系が多く扱われている。初年次教育
に関する研究には多様なディシプリンから研究者が参加し、理論や授業方法、学生の成長など、研究の
成果が蓄積されつつあると述べられた。
‐初年次教育とアクティブ・ラーニングの関連
2003 年と 2011 年に実施された調査の結果から、初年次教育は大学での学習への転換を図ることを意
図して設計される授業が多いことが分かった。また、アクティブ・ラーニングの手法と初年次教育で活
用される手法を整理した結果、質問や議論、ライティングの活用や協同学習などアクティブ・ラーニン
グの手法が初年次教育の中で多く取り入れられており、アクティブ・ラーニングは初年次教育の教授法
として定着しつつあり、中でもスタディ・スキルズの獲得との関係性が高い、と述べられた。
・溝上慎一

氏（京都大学）

溝上氏からは「この一年のアクティブ・ラーニングへの取り組み・展開を振り返って」という題で、
様々な場所で講演された資料を基にアクティブ・ラーニングについて概観するとともに、表面的な部分
だけを見るのではなく、学問知を用いた学生のアウトプットも重要であることについてディープラーニ
ングの視点を取り入れて講演していただいた。
‐アクティブ・ラーニングについて
アクティブ・ラーニングとは、授業者からの一方的な知識伝達型授業ではなく、学習者の能動的な学
習をとりこんだ授業形態を特徴づける包括的用語であり、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業で
は、学生参加や協同学習、問題解決などが強調される授業形態となっている。しかし、ただ学生がアク
ティブであればいいというわけではなく、学生が学問知をどう深めているのかを授業者は意識すること
が必要である。そのための方法として授業と演習を組み合わせる授業システムの改編の提案や、受講者
の人数によって授業内容を変えた事例を紹介して頂いた。
‐アクティブ・ラーニングとディープラーニングの関連について
アクティブ・ラーニングを用いた授業は、知識習得の場・知識活用能力（基礎力）養成の場・知識を
活用して知識構造の深化を図る場である必要がある。つまり、学生はただ知識を覚えるだけではなく、
自分の中で知識を構造化し深めることが求められる。こういったことからアクティブ・ラーニングを学
習への深いアプローチ、つまりディープラーニングにする必要がある。アクティブ・ラーニングとディ
ープラーニングの共通点は、学習への主体的関わりと自らの世界（知識体系）の構築を目指す点であり、
アクティブ・ラーニングは楽手の形態を強調する点と、ディープラーニングは学習の質を強調する点が
相違点である。この２つは同じものではないが、アクティブ・ラーニングが進化することは、ディープ
ラーニングに近づくことであり、それを目指すべきであると述べられた。
■第 3 部「識者・先駆者に訊く」
第 3 部はパネルディスカッション形式で、第 2 部でご講演いただいた 3 名の先生に加えて、教育推進
部の三浦真琴教授と岩﨑千晶助教、授業支援グループの竹中喜一氏、実際に今年度活動に関わった LA3
名と来年度 LA 候補が登壇した。
まず初めに、岩﨑からアクティブ・ラーニングの手法を取り入れた授業として、どのような授業を行
っているのかについて説明した。その後、直前の休憩時間に回収した参加者からの質問に答える形で、
アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を受講生した学生の反応や学習の効果を、受講生の授業での
コメントを用いて三浦が紹介した。LA と LA 候補生は、LA としてどのような事を意識して活動を行っ
ているのか、LA 候補生は来年度どのように LA 活動に関わろうと考えているのかなどについての質問
に対して、自分たちの意見や経験を基に発言した。また、制度を運営する際に難しい点や苦労する点は
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どんなことかというセンターの職員に対する質問に対して、竹中が日頃の業務を通して感じていること
を報告した。
時間の都合上、登壇者間で話す時間をじっくり取ることはできなかったが、実際に活動に関わる関係
者それぞれが日頃考えている生の声を、フォーラム参加者に聞いていただくことができた。

写真：報告会の様子
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第2章
視察等報告

－185－
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１
１）

金沢大学附属図書館ラーニング･コモンズ視察報告
はじめに

平成 23 年 12 月 14 日（水）14:30 より、金沢大学附属図書館ラーニング･コモンズの視察を行った。
ラーニング･コモンズ（以下 LC と記す）は、大学図書館界において数年前よりホットな課題となってお
り、既に膨大な数の事例報告や論文が発表されている。約 30,000 名の学生が学ぶ私立大学である本学
と、金沢大学との間には、前提となる条件が異なっている面にも留意しながら、(1)意思決定・組織運営
について(2)ICT 環境について(3)図書館サービスへの影響についての 3 点を中心に、報告する。また、
金沢大学訪問後、金沢工業大学メディアセンターを訪問した。こちらについても併せて報告したい。

２）

意思決定と組織運営について

金沢大学の LC は、2010 年 4 月に KULiC-αという名称で設置された。KULiC-αは、喫茶室を備え
た「ブックラウンジ」、PC を配置し各種情報へのアクセスポイントとなる「インフォスクエア」、自由
な学習空間としての「コラボスタジオ」から構成される。Free、Open、Visible をコンセプトとしてい
る通り、家具や机のレイアウトが自由で、空間をガラス面で仕切るなど、開館中であればいつでも自由
に利用できる施設として積極的に活用されている。
KULiC-αの設置は、学長から学生支援に役立つ事業の展開についての打診を受け、図書館長から LC
とカフェを設置する案を 2009 年夏に提案したことに由来する。設置についての検討は図書館委員会が
行うなど、設置に係る意思決定は大学教育開発・支援センターの協力を得ながら、図書館が中心となっ
て行った。また、個々の機能やサービスの実施可否についても、図書館職員が提案し、図書館委員会で
決定している。全体として、設置と運営に関しては図書館が主導的な役割を果たしたことが分かる。一
方で、図書館長をトップとするラーニングコモンズ運営委員会のもとに、ブックラウンジグループと、
コラボスタジオグループの 2 つのサブグループを設け、それぞれの主査（トップ）を図書館の外部にあ
る大学教育開発・支援センターの教員が担当するなど、教育支援担当部局との強い連携が活発な利用を
支えているように感じられた。

３）

ICT 環境及び施設・機器について

KULiC-αで学習している学生の様子を見ると、殆どすべての学生がノート PC を持参していた。金
沢大学では、入学時から全ての学生がノート PC を所有していることもあって、LC で PC の貸出は実
施していなかった。代わりに貸出用の iPad を 8 台備え、学生証と引き換えに貸出を行っている。全体
的に設置している PC よりも、学生が所有するノート PC を利用する姿が目立つ。金沢工業大学でもノ
ート PC は全ての学生が所有しており、本学の規模で全員に所有を義務付けるには課題も多いが、ノー
ト PC を所有していることを前提とすると、図書館サービスにも大きな可能性が開けるように思える。
電子ジャーナル等の普及に象徴されるように、現代の図書館サービスはネットワークを通じて学術情
報を取得することが一般的となっているため、どの図書館でも PC の管理や利用者認証システムの導入
を行っている。金沢大学では、認証は全学共通となっており、利用者用の PC の管理は、IT 関連部署（情
報化推進室）の協力のもと、日常的な作業は図書館が主体となって行っていることが分かった。本学の
場合も、IT 関連部署と協働しながら管理を行っているものの、過去の経緯から図書館独自の仕様を維持
している面が多く、両者の協力体制を再構築する必要性を改めて感じることとなった。
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４）

図書館サービスへの影響について

KULiC-αの設置により、中央図書館全体で入館者数が約 25%増加するほか、職員の実感としても図
書館全体の活気が増していることのことであった。これには、イベントを継続すること自体が別のイベ
ントの PR になるという興味深い意見や、ガラス張りの構造が他の学生の活動への興味をかきたてる効
果もある様である。また、図書館ボランティア「とぼら」が、職員の協力を得ながらではあるが、ブロ
グでの情報発信を行うほか、読書会、映画会などのイベントを積極的に行っていることも図書館の活性
化につながっている。金沢大学の図書館職員の方は、利用促進のための活動は十分ではないと謙遜され
るが、KULiC-α周辺に設置されているサインや掲示物をひとつにしても、学生に親しまれるよう、目
に留まるよう、興味を持ってもらえるよう、工夫や試行錯誤が感じられる。従来型のいわゆる利用指導
に該当する講習会等には変化がないようであったが、今後授業内容をサポートするデスクを設置するこ
とを検討しているとのことで、やはり授業との連携が LC を活用する鍵となるように感じられた。

５）

金沢工業大学ライブラリーセンターについて

同日金沢工業大学へも訪問を行った。帰路の交通事情の関係で短時間での訪問になったが、印象に残
った点を報告しておきたい。
金沢工業大学は石川県野々市に本部を置く 4 学部を擁する私立大学である。大学として「教育付加価
値日本一の大学」を掲げ、グループワークを重視した教育に取り組んでいる。そのため、図書館でも学
生が各自のノート PC を使って、議論しながら課題に取り組むという姿が一般的であり、個人学習用の
スペースを除いて、議論のための多少の話し声が許容されており、クレームもない、という話が印象的
であった。また、学科ごとに 1 名の教員が、サブジェクトライブラリアンとして指名され、授業の代わ
りに指定した時間は図書館の相談カウンターに常駐し、学習指導を行っている。全体として、カリキュ
ラムや教員との連携が密であり、図書館のサービスや施設が、大学としての教育活動を前提として確立
されているように思われた。金沢工業大学には現在のところ LC が設置されていないが、たとえ LC が
なくとも、大学内の部門を超えた協力により、学生の付加価値の向上のためにできることがあるという
ことを示していると言ってよいだろう。

６）

まとめ

最後に、今回の視察を通じた感想を述べておく。まず、最初に強調しておきたいことは、LC は施設
のみを指すのではなく、学生への学習環境の整備を中心としながらも、目標とする教育活動を具体的に
実現するためのいわばパッケージのようなものではないかということである。スペースとして、LC（の
ようなもの）を設置することは、極論すれば可動式の机やプロジェクタ、数台の PC を準備すればすぐ
にでも可能である。しかしそれでは、金沢大学のような図書館の活性化につなげることはできない。ま
た、LC を設置していない金沢工業大学の事例は、場としての LC の設置だけが教育改革や図書館利用
の活性化の条件ではないことのよい証拠であろう。つまり、LC を活用してどのような教育活動を行っ
ていくのか、大学としての取り組みを明確化することが、学習空間としての LC を有効に活用すること
の条件となるように思われた。
金沢大学の LC の運用を担当している専任職員は 2 名ということであった。現在図書館事務室に所属
する事務職員は、管理職を含めて 21 名（総合図書館勤務者は 18 名）である。統計をもとに金沢大学と
比較すると、本学は奉仕対象数で約 2.3 倍（33,068 名）、年間受入蔵書冊数で約 1.4 倍（39,184 冊）の
規模があるが、仮に同様の 2 名が LC の業務を担当可能であるとしても、現在行っているいずれかの業
務を中止するか、新たな人員の手当てが必要である。この点からも、図書館単独での取り組みには限界
があり、大学として図書館を中心とした学習支援サービスを支えることについてのコンセンサスが必要
ではないだろうか。
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１

学習成果

（１）学習調査
本 GP の取り組みでは、2 つの学習時間に関する調査を行った。その結果の一部を本章では取り上げ、
学習時間と学生生活について考察する。
①

調査の概要

1) 調査の目的
「アクティブ・ラーニング」を全体的に推進することを目的とする。学生の自発的な学びを促進す
るには、学生の授業時間外学習の実態を把握し、学生の時間外学習時間を促す施策・立案を行うこと
が欠かせない。こうした施策・立案のための基礎資料を得るため、調査を実施した。
2) 質問紙の構成
・ 平成 21 年度の調査では、学習時間、図書館や IT センターの利用状況、授業への取り組み意
欲、成長実感、将来の進路に関する質問を 18 設けた。
・ 平成 22 年度の調査では、
平成 21 年度の調査項目に加え、入学前の学びの意欲や学びの変化、
関西大学の総合評価、受講している授業の特性や受けやすい授業の特性、身についた能力、
影響を受けた人物に関する質問を 37 設けた。
3) 調査対象と時期
・ 平成 21 年度調査では、調査対象「哲学」、
「大学教育論」、
「教職概説」の受講者及び SA を対
象とした。調査期間は、平成 22 年 1 月 8 日～18 日に実施した。
・ 平成 22 年度調査では、調査対象「スタディスキル(各テーマ)」、
「論理的に考える」
、
「文章力
をみがく」、
「基礎からの情報処理」の受講生を対象とした。調査期間は、平成 22 年 11 月 8
日～20 日に実施した。
4) 有効回答数
・ 平成 21 年度調査では、430 件の有効回答を得た。
・ 平成 22 年度調査では、344 件の有効回答を得た。
②

調査の結果
学習時間に関係のある項目として、「授業と学習時間の関係」、「図書館利用者の時間外学習」、
「学習目的明確者の時間外学習」の 3 項目が挙げられた。以下に、特徴的な結果を紹介する。

1) 授業と学習時間の関係
【平成 21 年度 授業時間外学習状況に関するアンケート】
設問 この授業にどの程度熱心に取り組んでいますか。
設問 この 1 週間を振り返り、授業のための予習・復習時間は週何時間程度ありましたか。
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グラフ 1
グラフ 1 から授業の熱心度が高いほど、授業のための予習・復習時間が長くなる傾向があることが読
み取れた。予習・復習時間が 11 時間以上と回答した学生の 50％以上が授業を「かなり熱心に取り組ん
だ」と回答し、高い値となった。
【平成 21 年度 授業時間外学習状況に関するアンケート】
設問 この授業にどの程度熱心に取り組んでいますか。
設問 この 1 週間を振り返り、学習時間は週何時間程度ありましたか。

グラフ 2
グラフ 2 から、授業の熱心度が高いほど、学習時間（読書・課題・予習復習・思索以外）が長くなる
傾向が読み取れた。学習時間（読書・課題・予習復習・思索以外）が 11 時間以上と回答した学生の 93.8%
が「ある程度熱心に取り組んだ(68.8%)」
「かなり熱心に取り組んだ(25.0%)」と回答し、高い値となった。
【平成 21 年度 授業時間外学習状況に関するアンケート】
設問 問題解決型の授業は、講義型の授業と比較して、どの程度積極的に取り組めますか。
設問 この 1 週間を振り返り、授業のための予習・復習時間は週何時間程度ありましたか。
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グラフ 3
グラフ 3 から、問題解決型授業の受講意欲が高いほど、授業の予習・復習時間が長くなる傾向が読み
取れた。予習・復習時間が 11 時間以上と回答した学生の 77.0%が、授業を「ある程度積極的に取り組
める(38.5%)」「積極的に取り組める(38.5％)」と回答した。
【平成 21 年度 授業時間外学習状況に関するアンケート】
設問 問題解決型の授業は、講義型の授業と比較して、どの程度積極的に取り組めますか。
設問 この 1 週間を振り返り、学習時間は週何時間程度ありましたか。

グラフ 4
グラフ 4 から、問題解決型授業の受講意欲が高いほど、学習時間（読書・課題・予習復習・思索以外）
が長くなる傾向が読み取れた。学習時間（読書・課題・予習復習・思索以外）が 11 時間以上と回答し
た学生の 60.0%が、授業を「ある程度積極的に取り組める(20.0%)」「積極的に取り組める(40.0％)」と
回答した。
グラフ 1～4 を踏まえて、予習復習時間や授業時間外の学習時間には、授業への取り組み熱心度が関
係している。また、授業形態も PBL 型の授業に積極的に取り組める人ほど、学習時間が長い傾向があ
る。本 GP では PBL 型の授業に積極的に取り組んでいる。PBL 型の授業に積極的に取り組めば、学習
時間が長くなる傾向が読み取れ、本 GP の取り組み成果といえる。
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2) 図書館利用者の時間外学習
【平成 21 年度 授業時間外学習状況に関するアンケート】
グラフ 5 設問 図書館は、どのくらいの頻度で利用していますか。
設問 この 1 週間を振り返り、授業のための予習・復習時間は週何時間程度ありましたか。
グラフ 6 設問 図書館は、どのくらいの頻度で利用していますか。
設問 この 1 週間を振り返り、学習時間は週何時間程度ありましたか。

グラフ 5

グラフ 6

上記のグラフから、図書館の利用回数と学習時間にも関係があることが読み取れた。グラフ 5 から、
図書館を 2～3 ヶ月に 1 回程度しか利用していない学生の 40.8%が、予習・復習時間は 0 時間と回答し
ている。反して、図書館をほぼ毎日利用している学生の予習復習時間が 0 時間の割合は 19.6%と低い値
となった。グラフ 6 からは、図書館を 2～3 ヶ月に 1 回程度しか利用していない学生の 53.1%が、学習
時間（読書・課題・予習復習・思索以外）は 0 時間と回答している。反して、図書館をほぼ毎日利用し
ている学生の学習時間（読書・課題・予習復習・思索以外）が 0 時間の割合は 34.8%となった。
グラフ 5、6 を踏まえて、予習復習時間や授業時間外の学習時間には、図書館の利用頻度が関係して
いる。図書館の利用頻度が多い人ほど、学習時間が長い傾向がある。
3) 学習目的明確者の時間外学習
【平成 21 年度 授業時間外学習状況に関するアンケート】
グラフ 7 設問 学習時間を確保するのに、障害となっているものをすべて選んで下さい。
・何を学習するかわからない
設問 この 1 週間を振り返り、学習時間は週何時間程度ありましたか。
グラフ 8 設問 将来の「なりたい自分」について、どの程度明確ですか。
設問 この 1 週間を振り返り、授業のための予習・復習時間は週何時間程度ありましたか。
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グラフ 7

グラフ 8

グラフ 7 では、何を学習するかわからないと感じている学生は、学習時間（読書・課題・予習復習・
思索以外）が短い傾向にあることがわかった。何を学習するかわからないと感じている学生の 54.2%が、
学習時間（読書・課題・予習復習・思索以外）は 0 時間と回答した。
グラフ 8 では、将来の「なりたい自分」について明確であると感じている学生は、授業の予習・復習
時間が長い傾向にあることがわかった。予習・復習時間が、6 時間以上と回答している学生の 69.4%が、
「ある程度明確である(50.0%)」「明確である(19.4%)」と回答した。
グラフ 7、8 を踏まえて、予習復習時間や授業時間外の学習時間には、学習目的の明確さやなりたい
自分の明確さが関係している。学習目的や学習への動機づけをすることで、学習時間が長くなる。本
GP の取り組みにおいては LA がその役割を果たすことがある。LA は授業において、学習者に向けた支
援を行っておりラーニングモデルとしての役割も大きい。学習目的や学習への動機づけに LA がどの程
度かかわっているのかは、本調査では明らかにしていないが、今後の課題として調査を進めていきたい。

２

LA の育成の成果

学生スタッフ、なかんずく LA の成長は、本取り組み全体の成果のなかでも要の位置を占める。LA
の成長は、量的なものには単純に LA の数的増加、LA が配属するクラスの数的増加、LA を活用した教
員の数的増加によって示すことができる。質的な成長に関しては、研修の実績、LA が配属されたスタ
ディスキルゼミの授業評価アンケートと、LA が配属されなかったスタディスキルゼミの授業評価アン
ケートの結果、LA が活用されたクラスでの受講生への聞き取りアンケートの結果、スタディスキルゼ
ミ以外での LA の学内活動の件数、同じく LA の学外活動の件数、などがそれを示すと言えるだろう（た
だし、これらで LA の質的成長の全てを網羅的に示すことができているというわけでは必ずしもないが）
。
LA の量的成長は、以下の表から明らかである。加えて、現時点の見込みでは、2012 年度には、60 名
程度まで規模が拡大する可能性が高い。これは、一度 LA を活用したクラス運営を行った教員が、恒常
的に LA の発掘と育成を担ってくれていることによる。LA を活用することはかならずしも教員にとっ
て授業運営の負担を軽減するものとは限らず、むしろ教員をより授業へとコミットさせる（つまり LA
が介在することで教員にとって授業においてやらなければならないことかえって増加する）存在である
ことからも、教員は決して授業を楽にするために LA を活用しているとは言えない。LA 活用教員、活
用クラスの増加が意味するのは、むしろ LA の存在と働きが教育改善に資すること、つまり、受講生に
もたらす効果が大きいということが教員にとっては体感的に明確に感じられることに起因すると考え
られる。
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【表 1】
2009 年度

2010 年度

2011 年度

12 名

38 名

47 名

10 クラス

23 クラス

39 クラス

2名

11 名

14 名

40 クラス

46 クラス

54 クラス

663 名

704 名

1087 名

LA の数
LA を活用した
クラス数
LA を活用した授業を
担当した教員の数
スタディスキルゼミの
クラス数
スタディスキルゼミの
受講者数

LA の質的成長については、いくつかの異なる層からエビデンスを示すことができる。まずは、LA た
ちに対して実施した研修の表を以下に示す。

【表 2：ファシリテーション研修】
第一回

第二回

第三回

第四回

日時

2010 年 1 月

2010 年 9 月

2011 年 3 月

2011 年 9 月

テーマ

聴き方

主張の仕方

自己研鑽の仕方

講師

外部講師

外部講師

AS

合意形成の
促し方
外部講師

【表 3：アカデミックスキル研修】
第一回

第二回

第三回

第四回

日時

2010 年 2 月

2010 年 11 月

2011 年 10 月

2012 年 2 月

テーマ

プレゼン

クリティカル

ディスカッシ

シンキング

ョン

企画・運営

ＬＡ自身

ＬＡ自身

ＬＡ自身

交渉学
外部講師

第五回
2012 年 3 月
（予定）
アカデミック
ライティング

LA 自身

昨年度、一昨年度の本取り組みの成果報告書で述べてきたように、LA たちへの研修のうち、アカデミ
ックスキル研修は、LA 自身が企画・運営していることに大きな特徴がある（第四回は例外として）。ま
た、企画･運営を担当する LA たちは、通常は授業内での接点があまりない LA たちでチーム構成をする
ので、研修はそれ自体で LA たちのコミュニティ形成の機会提供ともなっている。受ける側の LA たち
とってこれらの研修が十分に意義のあるものであることはもとより、チームで研修を企画する以上、当
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然ながら研修で扱うスキルについて知悉することになるし、研修を企画するノウハウ自体が日頃のファ
シリテーション技術が試される場でもあるので、こうした手法での研修の実施は、運営する側にとって
は特に得るものが大きい。そして、研修が恒常的に実施される軌道に乗ったこと、および LA たちのコ
ミュニティ意識も十分に醸成され、企画・運営のための知識やメソッドも共有化されてきたことにより、
取り組み担当者から見て、研修の企画・運営にかかる時間や人的コストも取り組み開始当初に比べると
かなり軽減されていることが実感できる。
次に、LA たちがいることで具体的に受講生たちにどのような効果があったか、についての資料を示
す。次の表は、2011 年度の秋学期に実施した授業評価アンケートの結果を比較したものである。調査
対象は、
「スタディスキルゼミ（各テーマ）」受講者たちで、LA が配属されたクラス 6 クラス、LA が配
属されていなかったクラス 4 クラスである。
【表 4】

以上から、LA 活用クラスとそうでないクラスとでは受講生の授業評価にかなり有意差が見られるこ
とが分かる。既に 2010 年度春学期に実施したアンケート結果からも、LA が教員－受講間、受講生同士
のコミュニケーションと理解を促進させる役割を果たしていることははっきりしていたが、今回のアン
ケート結果の比較からも、LA たちが特に、教員と受講生との間の相互理解、相互コミュニケーション
に根ざした項目に関して好影響を与えていることが明らかになった。明確な数値を挙げることはできな
いものの、おそらくこうしたコミュニケーションに関する領域で LA が受講生たちに高度な支援を行う
ことができたのは、LA たちへの定期的なファシリテーション研修や、以下で述べるような学内外での
活動において、教職員との協働を通じて作り上げてきた信頼関係などに裏打ちされる、LA たちの関係
構築能力の成長があることは間違いないだろう。
最後に、LA の授業外での活動の軌跡を示す。LA はこれまで、学内・学外のいずれにおいてもアクティ
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ブ･ラーニングの展開と教育改善の推進のために多様な活動の実績を重ねている。アカデミック研修同
様、これらの活動は原則的には LA 自身が教職員との協働のもとで行ってきたものである。その意味で、
これらの活動の狙いは各種の行事に参加することによる成果を得ることだけではなく、活動の準備の中
で教職員と LA たちがプロセスを共有し、適切なラポールを形成することにも主たる狙いとなっていた。
【表 5：学内の各種行事への参加】

2010 年 7 月

社会安全学部主催の初年次学生向けワークショップにファシリテー
ターとして参加

2010 年 8 月

ワークショップ型情報交換会を自主企画・運営

2010 年 11 月

学園祭での研究発表

2011 年 2 月

業務振り返りのための合宿の自主企画・運営

2011 年 8 月

教職課程学生対象科目「総合演習」にファシリテーターとして参加

2011 年 10 月
2011 年 10 月
2010 年 11 月
2011 年 11 月
2011 年 12 月

アカデミックスキル研修（ディスカッション）を合宿として自主企
画・運営
全学の学生を対象としたアカデミックライティング講座にファシリ
テーターとして参加
学園祭での研究発表
全学の学生を対象としたアカデミックライティング講座にファシリ
テーターとして参加
全学の学生を対象としたアカデミックライティング講座にファシリ
テーターとして参加

【表 6：学外の各種行事への参加】
出張時期

2010 年 4 月

行事名

関西地区 FD 連絡
協議会

場所

内容

参加 LA 数

京都大学

ポスターセッション

5人

大学教育改革プロ
2011 年 1 月

グラム

東京

合同フォーラム
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ポスターセッション
(準備のみ)

6人

2011 年 5 月

関西地区 FD 連絡
協議会

京都大学

2011 年 8 月

学生 FD サミット

立命館大学

2011 年 9 月

i＊see 2011

岡山大学

2011 年 11 月 学生の Wa!!

2012 年 2 月

学生 FD サミット

ポスターセッション

グループワーク
プレゼンテーション

グループワーク
プレゼンテーション

追手門学院

グループワーク

大学

プレゼンテーション

追 手 門 学 院 グループワーク
大学

プレゼンテーション

6人

3人

5人

6人

11 名

以上の学内外の行事への参加を通じて取り組みの運営側の教職員として体感するのは、特にオーセン
ティックな場に LA たちを参加させることの意義の大きさである。学生主体の行事の中には、いささか
「お祭り」的な性格から脱却できていないものも少なからず含まれており、その種の行事に参加した
LA たちは、違和感を覚えて帰ってくることが通例である。逆に、たとえば関西地区 FD 協議会でのポ
スター発表のように、本来は学生ではなく教職員の発表が想定されている場に LA たちを発表者として
参加させると、LA たちが自分たちの業務に誇りを持ち、自信を持ち、短時間で一回り成長する様を間
近で見ることができる。また、日頃の自分たちの業務を人に伝え、それを意義あるものとして他者に評
価してもらう機会を設けることは、LA たち自身のモチベーションの維持のためにも大きな意味がある
と言うことができるだろう。
さて、以上が LA たちの活動と成長の軌跡である。ただし、取り組み運営側の実感としては、LA た
ちの成長は決して上記に尽きるものではない。LA たちと活動をともにする中で、彼らが個別の授業の
中で受講学生の学習を支援するだけに留まらず、自らをスキルを磨きながら、本学の教育改善を牽引す
るひとつの有機体となりつつあることを感じている。もちろん、彼らがこれまで挙げてきたような成果
も極めて大きい。しかしこれまで LA たちが担ってきてくれた役割や果たしてきてくれた業務は、より
長期的な視野から見れば関西大学の教育改善の「土作り」とも言えるものであり、その意味では、彼ら
の活動の軌跡はこれから数年後の本学の教育改善の基礎をなってくれるものであると期待してよいだ
ろう。
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３

学内／学外への波及効果
ア）学内への波及効果

スタスキ科目群の展開

スタディスキル科目群は、本取り組みでのアクティブ･ラーニングの主な実施の舞台となっているが、
取り組みの最終年度を迎えて、当科目群は大きな飛躍と成長を遂げることができた。
取り組みを開始した 2009 年度は「スタディスキルを身につける」という単一科目だったものが、2010
年度には「ノートをまとめる」、
「パソコンで学ぶ」
、
「プレゼンテーション」
、
「レポートを作成する」
、
「課
題探求」、「ディベート」の 6 テーマからなるバラエティに富む構成となり、2011 年度には「新聞で学
ぶ」も加えた 7 テーマとなった。こうした科目群の増加により、学生が各自、自分の所属する学部の初
年次導入科目と相互補完させながら、自分のニーズに応じたカリキュラムを自分で構成することが可能
となった。七つのテーマは難易度別に分けられているので、受講生が初年度の第一学期に学部向けの初
年次導入科目をうけたり、全学共通科目や学部専門科目を受講していったりする過程を通じて、その都
度自分にとって必要なスタディスキルを身につけたいと考えれば、それぞれの狙いや目標に即して一年
次秋学期以降のセメスターにシークエンシャルにスタスキ科目を履修することができる。
こうしたスタスキ科目群のあり方を模式的に表現するならば、以下の図のようになる。

スタスキ科目が学部の正規科目やカリキュラムでつまづきを覚えた学生にとってのセーフティ
ーネットをしての機能を果たしつつあることは、スタディスキルゼミの受講生の所属学部・学年の
変化からも裏付けられている。スタディスキルゼミは 2008 年度の科目開設以来、受講者数および
受講希望者数が順調に増加し続けているが、それだけでなく、取り組み最終年度の今年度において
は、受講生の所属学部も分散し、初年次学生だけでなく二年次や三年次の受講者数も増加した。第
7 章でも既に述べたが、これは、スタディスキルゼミが、
「初年次学生のための学習支援科目」から、
「四年一貫の学士課程を通じて学生が必要に応じていつでも受講できる学習支援科目」へと成長し
たことを示すものである、と評価できるだろう。そして、単なる受講生数の増加に留まらず、受講
学生の所属学部が多元化し、所属学年次が多様化しているということは、スタディスキル科目を拠
点としたアクティブ･ラーニングが、着実に全学に展開しつつあることを示している。
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化学生命工学部

イ）学外への波及効果

ヒアリング訪問校・被訪問校一覧

１）ヒアリング訪問校
・追手門学院大学（2011 年 10 月 7 日）
・神戸親和女子大学（2011 年 11 月 8 日）
・金沢大学（2011 年 12 月 14 日）
・富山大学（2011 年 12 月 15 日）
・大阪大学（2012 年 1 月 20 日）
２）ヒアリング被訪問校
・沖縄国際大学（2011 年 9 月 13 日）
・千葉科学大学（2011 年 9 月 14 日）
・長崎大学（2011 年 11 月 7 日）
・東北大学（2011 年 12 月 22 日）
・追手門学院大学（2012 年 1 月 16 日）
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第4章
点検・評価
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１ 外部評価
[総合評価]「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」についての総評
富山大学 橋本 勝
本取組は、ラーニングアシスタント（ＬＡ）を核とする「三者協働」によるアクティブ・ラーニングを
目指すものであり、多彩な研修も試行しながら十分な成果を上げつつあると評価できる。
ＬＡがＳＡと大きく異なるのは、教員の授業支援ではなく、あくまで受講者の学習支援に力点がある点
である。受け身の学習に慣れた（特に初年次）学生に主体的な学習の重要性を説くだけではなかなか心に
響かず、さりとて予習・復習が不可欠な授業設計にしたり、ボリュームのある課題を矢継ぎ早に課したり
して授業外学習の時間を設定したのでは、それこそ主体的学習とは本質的に乖離してくる。その点、本取
組におけるＬＡの活躍は「学生目線」による先輩学生の支援活動であり、時に模範的モデルとして、時に
有効な助言者として自然に機能している。また、そうした支援がＬＡ自身の更なる知的成長を促す副次的
教育効果も見逃せない。すなわち、ＬＡとしての活動を通じて自らの学習意欲が喚起されたり、自然な復
習が知識・技能の定着・進化に役だったりしているのである。
ティーチングからラーニングへのパラダイムシフトが叫ばれ、大学に対し学士力の育成あるいはディプ
ロマポリシーの達成が社会的に要請される今日、集団としての学生が真に主体的学習に取り組むかどうか
は大学の存在意義を大きく左右すると言っても過言ではない。この意味で、本取組が一定の成果を残しつ
つあることは、関西大学という個別の大学の成功にとどまらず、日本の大学教育の発展に大きく寄与する
ものとも言える。
一方、この取組においては、ＬＡを育て、ＬＡと共に受講生を支援するアドバイサリースタッフ（ＡＳ）
の存在も重要である。特にＬＡをＬＡたらしめるための研修をＡＳが念入りに実施することでアクティブ
ラーニングの歯車が見事に噛み合っている。一般に、こうした実践においては、特定の教員ないし教員集
団が奮闘するだけではなかなか思うようにいかないか過重負担になってしまうことが多いが、この取組の
成功は、教員・学生・職員が一体となり、組織として教育を展開することで、より有効な教育が行えるこ
との証左ともなっている。この意味で、こうした有機的な組織体制を創り出し、発展させていることも賞
賛に値する。
ＡＳが中心になって行われている研修の内容は、各授業の内容的差異を考慮すれば、ある程度一般的な
ものにとどまらざるを得ず、ＯＪＴ的なＬＡの自己成長を促すことも重要である。また、余り丁寧にフォ
ローしすぎるとそうした自己成長を妨げることにもなる。この点でも、十分な配慮がなされつつ、試行錯
誤が重ねられていると判断する。
今後の課題としては、研修内容の深化とは別に、学内に数多く存在するＬＡを利用しない授業にこの成
果をどう反映していくかという点、とりわけアクティビティーの高まった学生の更なる成長を他の授業で
どのように保証するか、あるいは、様々な工夫や蓄積の結果、ＬＡとは別にピアサポート的要素が既に組
み込まれ主体的な学びを築きあげている学内の優れた諸実践とどのように連携・融合していくか、という
ことが挙げられる。一方、ＬＡを経験した学生のその後の成長にどうつなげるか、という観点での新たな
取組の開発も望まれる。
取組の一層の進化・発展を期待したい。
以 上
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[総合評価]「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」についての総評
同志社大学 山田礼子
「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」は、平成 21 年度の大学教育・学生支援推進事業「テーマ A」
と大学教育推進プログラムによって採択されたプログラムであり、平成 23 年度が最終年度である。この 3
年間、本プログラムは、おもに、
「学生支援組織の恒常的な成長を支える研修制度の確立」
、
「学生のアクテ
ィビティを引き出す授業の促進・改善」
、
「学生のアクティビティ（自主性・能動性）の向上」
、
「教員・職
員・学生の三者協働組織の確立」という 4 つの柱を立てて積極的に活動・展開を進めてきた。まず、こう
した 4 つの柱の設定についてであるが、非常に適切な設定であると評価する。
「学生支援組織の恒常的な成長を支える研修制度の確立」と「教員・職員・学生の三者協働組織の確立」
については、特に、教員・職員・学生という本プログラムの特徴でもある三者が協働しながら、研修制度
を確立し、またその内容についても、適宜把握、改善を進めてきていることは特に高く評価できる。この
2 つは、本プログラムが他大学にとっても、参考になるような内容を 3 年間に開発し、実践してきた内容
の象徴ともいえるだろう。
「学生のアクティビティを引き出す授業の促進・改善」
、
「学生のアクティビティ（自主性・能動性）の
向上」についても、学生の実態を把握しながら、かつ教員や職員が関わりながら、推進してきているとい
える。しかしながら、
「学生のアクティビティを引き出す授業の促進・改善」については、やはり特定の科
目や特定の授業での実践にたよらざるを得ないという大規模総合大学という現状からの限界点は否定でき
ない。したがって、学生数全体と教員数全体を考慮すると、どうしても少数にとどまらざるを得ない。し
かし、これは、当該大学に限らず、大規模大学に共通の現象であることから、必ずしもマイナスではない。
むしろ、そうした大規模大学における努力を評価したい。
スタディスキルの向上という側面の焦点を当てた場合、長期的にどれくらい向上したかを測定していか
ねばならないのではないか。とすると、短期的に学生の自己評価や GPA にもとづき、スタディスキルが向
上したと判断したとしても、本来は卒業までにどのように向上したのか、あるいは卒業後にどれくらい学
生時代の成果がつながっているかということを見る必要がある。その点では、短期的な向上から長期的あ
るいは継続的な向上という視点も今後は必要となろう。とりわけ、12 月のシンポジウムで紹介があった「ク
リティカルシンキング・スキル」
（向上プログラム）は、短期的な期間で容易に向上できるスキルとはみな
されない。むしろ、大学 4 年間のすべてのカリキュラム、授業、あるいは教育課程外のアクティビティを
含めた大学教育の成果にもつながる内容が「クリティカルシンキング・スキル」ともみることができる。
こうした長期的な視点からの成果としてみなされる「スタディスキル」の向上をどう測定するのか、また
プログラムを通じていかに向上させるかについては、3 年間だけでは確立できないと予想される。補助期
間終了後にもぜひ活発にこうしたスキルの向上に向けての開発と実践を継続していっていただきたい。
また、補助期間終了後の体制もある程度担保されていると評価できるが、やはり縮小はどうしても避け
られないことであろう。そうした縮小後において、いかに成果を上げるか、大変だとは思うが、教員、職
員そして学生の 3 者が協力してプログラムを推進されることを期待している。

以 上
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[総合評価]「三者協働型アクティブ・ラーニングの展開」についての総評
京都大学 溝上 慎一
関西大学「三者協働型アクティブラーニングの展開」の取り組みについて、以下の優れた点を認めるこ
とができる。
（１）
“How to Teach”から“How to Learn”への教授学習パラダイムを促進する取り組みであること。
社会の知識基盤化、情報化、グローバル化の趨勢のなか、
“How to Learn”の重要性の議論はし尽くされ
ているが、それを実践的にどのように推進していくかの実践的アイディアはさほど充実しているとは言え
ない。本取り組みは、その一例を組織的に、かつシステマティックに提示している。
（２）初年次学生向け PBL 型科目「スタディスキルを身につける」から出発し、2010 年度からは 2 年次
以降の学生が引き続き受講できる「スタディスキル」ゼミが複数科目開講されている。実践する中で見出
される課題に柔軟に対応しており、プログラムの実践的発展を認めることができる。
（３）LA（ラーニングアシスタント）が PBL 型スタディスキル科目の受講学生のラーニングモデルとな
っていることである。受講者の「自分もあんなふうに堂々と人前で喋れたらいいなって思いました」のコ
メントに象徴されるように、LA はファシリテーションの役割だけでなく、受講者にとってのラーニング
モデル、あこがれのモデルとしての役割も担っていたことがわかる。
（４）LA がプレゼンテーション、グループワークのファシリテーション等を通して自信や手応えを得て
いることである。これは、LA 研修や、LA を心理的、課題的に支援する組織的体制がしっかり確立してい
たからだと考えられる。また、LA の中には学外のイベントに参加して、あるいは SNS 等で他大学の教員・
学生と大学教育や FD について発表や議論をおこなっている者がおり、彼ら自身のアクティビティはより
高いものとなっていたと評価できる。
（５）縦（学年）のつながりが弱くなったと言われる昨今の大学教育のなかで、LA という媒介を設定し
て、学習、ファシリテーションなど、アクティブラーニングに直接関わるリアルな姿を受講生に示せてい
ることである。
「ピアラーニング」という考え方で理解できるものでもある。もちろん、LA の研修やコー
ディネートにかなりの時間と労力を割かれている関係の教員・職員のご苦労には頭が下がる。まさに「三
者協働型」の成果であると言える。さらに、LA を志願する学生数が、2009 年秋には 21 名だったものが
2010 年春には 152 名に増加していることは、縦のつながりの良い意味での再生産のサイクルが確立しつ
つあることとして読み取れる。瞠目すべき成果である。
（６）受講学生や LA の学びや活動の自発性・自主性を最大限尊重していることである。大学の主人公は
学生たちであること、彼らが彼ら自身の視点と努力で成果を達成していること、何より彼らが授業や LA
の仕事を通して成長したと感じていることが、いろいろな角度から示されている。 “How to Learn”の
前提となる重要なポイントを、本プログラムを通底する理念として貫徹されている点、高く評価できる。
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他方で、以下の問題点も散見される。
（１）本プログラムの大きな目的は、大規模私立大学における教育方法の改善、アクティブラーニングの
展開である。PBL 型スタディスキル科目、LA の活用、教員・職員・学生の三者協働型での推進の成果は
十分上がっていると見えるが、他への影響や広がりについては、十分な成果が上がっているようには見え
ない。もちろん、クリッカーの活用方法についての説明会を実施するなどして、学部専門科目への広がり、
影響も認めることができる。しかし、たとえば、受講者の一週間の授業外学習時間を見ると、およそ 1～2
時間、5 時間以内で 8 割という調査結果が示されており、残念な結果である。これは、特別な取り組みを
していない全国の大学生調査の結果とほとんど変わらない結果である。PBL 型科目や参加型授業を導入す
るだけでは、教室内の学生のアクティブラーニングは豊かになっても、教室外での学習を豊かにすること
はできない。教室外での学習を豊かにするための仕掛けやデザインが、授業の中に込められていたかが今
後の検討課題になる。
（２）
（１）のことに関連して、スタディスキル科目の受講学生が他の科目、次の学年でどのような科目履
修、能動的学習をおこなったかの資料が欲しかった。京都大学でも、初年次教育としてのポケットゼミ（10
人を最大定員とする教員の研究室でおこなう 1 年生向けゼミ。150 科目提供、約 1500 人受講）が提供さ
れており、ある種の大学での学び入門授業となっている。学生の満足度は 90％近くもあり、京都大学の成
功プログラムの一つとしてよく紹介されている。しかし、多くの学生はポケットゼミでは熱心に学び授業
に満足するが（それだけの教育学習環境が提供されている）
、ポケットゼミのような場が与えられないとこ
ろでは自分で勉強しない（できない）という問題が露呈している。同じような状況が、このプログラムに
も認められるのではないか。
（３）LA のアクティビティが非常に高研修や教員・職員・大学院生との関わりを通じて大きく成長して
いったことは、いくつもの資料から確認することができる。他方で、LA 自身のアクティビティや成長ま
で問題にするのであれば、LA の本プログラムに関係のない彼ら個人個人の学習はどうだったのか、とい
う点を知りたくなる。資料がないので検討ができない。今後は是非この点を見て欲しい。
（４）全体の報告を聞く限りでは、LA の研修・コーディネートに時間や労力を割きすぎている印象を受
ける。LA は、あくまでさまざまなレヴェル（学生の授業外学習時間、ゼミ科目の履修行動、専門学部へ
の広がりなど）でのアクティブラーニングの普及の媒介だと思うので、LA 自身の成長を問題にしすぎる
と、大学教育全体の問題に取り組みが発展しない危険性もある。現場の関係者の取り組み、苦労は十分理
解しているつもりなので、その上でのさらなる発展への工夫を期待したい。
これらの問題点はどちらかと言えば今後の課題と言えるものであり、本プログラムの独創性、達成の程
度を損なうものではない。今後の取り組みの発展を大いに期待するものである。

以 上
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２

取り組み総括

平成 21 年度に着手し、三年間に渡って実施した本取り組みの総括として、
「成果」、
「特筆すべき点」、
「今後の課題と展望」について述べる。

１）成果
①

教員・職員・大学院生スタッフ(AS)からなる三者協働体制の確立
アクティブ･ラーニングを、単に各教員の個人的な努力にとどまらず組織的に展開してゆくための基
盤組織として、担当教員同士、学生スタッフ同士、担当教員―学生スタッフ間それぞれの連携を実現・
担保する三者協働体制作りが完成した。
TA・SA・LA の研修制度の確立と LA の組織化

②

アクティブ･ラーニングを支える学生スタッフを恒常的に発掘し、質の高い学習支援者として授業内
で活躍してもらうためには、体系的な研修を欠かすことはできない。本取り組みでは、三年間の実施
期間を通じて TA・SA・LA それぞれの研修を定例化し、特に LA の研修は LA 自身が企画・運営する
という軌道を成すことができた。LA の研修は、単純に授業内での通常業務そのものの質の向上に資
するだけでなく、所属クラスを超えた LA のコミュニティ作りの機会ともなった。LA がコミュニテ
ィとして成長したことは、LA 個人の実践的な知見がプールされ、また共有化・精錬される素地とな
り、結果として LA 自身が作成した TIPS へと結実している。
③

アクティブ･ラーニングのツール、およびコンテンツの充実と、展開の土台となるスタディスキル
科目群の構造化
アクティブ･ラーニングの展開の主な舞台なるスタディスキル科目を、レベルと分野に応じて多元化
したことで、学生の多様性に応じた柔軟なカリキュラム構成が可能となった。これは実際に受講生の
所属学部、所属学年次の多元化をもたらしおり、そのことが今後のより広範囲なアクティブ・ラーニ
ングの展開を期待させるものとなっている。また、クリッカーの活用促進を中心とした多人数授業で
のアクティブ･ラーニングの支援も行い、さまざまなクラスの規模に適した授業実践を支援する体制
も整っている。こうした状況の下、受講生の授業でのアクティブさの度合いや、それを引き出す工夫
を担当教員が実施しているかどうかを確認するための項目を組み入れた形で全学実施の授業評価ア
ンケートを 2011 年度より刷新し、フィードバックのシステムも確立した。

④

アクティブ･ラーニングの展開を通じた教育改善のパラダイムシフト

本取り組みでは、ソフト面（授業コンテンツ）、ハード面（ツールの充実）だけでなく人的側面も交
えて複層的にアクティブ･ラーニングの展開が行われ、それぞれが織りなす層が多層的に関わり合う
ことによる深化と幅の広がりが実現している。たとえば、全学共通科目であるスタディスキル科目群
において LA として教員や他の受講生との協働経験を重ねた学生たちは、三年次、四年次において通
常の学部教育を受ける際に単なる受動的な学生ではなく、教育改善の自主的な協力者として積極的に
関わっていることが分かっている。このように、“How to learn”のマインドを涵養する学習空間で
学んだ学生たちが、それ以外の場においてもそれをよりアクティブなものへと改善してゆく再生産と
連鎖のシステムが醸成されつつあり、今後のさらなる展開の足がかりとなっている。
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２）特筆すべき点
本取組は、アクティブ・ラーニングを実現する要素を「スタッフ」
、
「授業コンテンツ」、
「授業メソッ
ド」の三つの点で多元的に構成し、さらにそれらを組み合わせることで、多様なニーズやレディネスを
持った学生に対応できる豊かなバラエティを可能にしている。「スタッフ」の点では、教員･職員・AS
の三者協働組織と、TA・SA・LA というやはり三種の学生スタッフが布陣し、なかでも LA は、授業内
での学習支援者として「ファシリテーター」、
「ラーニングモデル」、
「メッセンジャー」という三つの役
割を担っている。「授業コンテンツ」の点では、初年次のファーストセメスターから高学年次学生まで
を対象とした 7 つのスタディスキル科目群を中心に、「論理的に考える」、「文章力をみがく」などの少
人数クラスの学習支援科目が用意され、多人数クラスにおいては「大学教育論」や学生提案科目の「そ
れいけ関大生」などの双方向的な授業科目が配置されている。「授業メソッド」としては、スタディス
キルゼミの授業実践の蓄積を踏まえて、学部専門の初年次学生向けアクティブ･ラーニング科目での活
用もにらんだ授業ハンドブックを作成することで、少人数でのディスカッション、プレゼンテーション、
ディベート等のアクティブ･ラーニングの授業デザインのための支援が可能となった。また多人数クラ
ス向けとしては、クリッカー、LMS、クイズなどの実践手法も開発し、さまざまなクラス規模でのアク
ティブ･ラーニングの実践を支える一助となっている。
このような重層的なユニットの組み合わせによる構成はかなり多様であり、原理的には大規模私立大
学で行われうる教育の領域の広範囲をカバーしうる可能性を持っている。それに加えて本取り組みでは、
単に「授業コンテンツ」や「授業メソッド」を開発し、配置するだけでなく、それらの間をスタッフ、
とりわけ LA が精力的に往還することで、受講生や教員たちのモチベーションを喚起し、アクティブ･
ラーニングの実践のダイナミズムを実現している。LA たちは、かならずしも全員がそうではないもの
の、一般的には学期ごとに異なる教員の担当する異なるテーマの授業で、異なる LA たちとチームを組
み、協働経験を積みながら成長してゆく。そして、LA たち媒介に担当教員同、異なるクラスの受講生
同士の連携も生まれ、それぞれのローカル・ノレッジが共有されてゆく（LA が、自分たちを「ミツバ
チ」に喩えていることは印象的である）。こうしたプロセスを通じて実現される LA たちの成長は、もは
や個人の成長だけにとどまるものではなく、むしろ LA 組織全体、ならびに受講生や教職員も巻き込ん
だ「共成長」とでも呼ぶべきものになっている。LA たちが自らの学びの軌跡やアクティブ･ラーニング
のマインドを、初期配置されたアクティブ･ラーニング科目を最初の出発点として受粉させ、そこから
徐々に拡散させてゆく、という取り組み当初の期待と狙いは、三年間の取り組みを経てほぼ着実なもの
となりつつある。

３）今後の課題と展望
本取り組みの今後の課題は、継続的な質の向上のためのフィードバックシステムの改善と、それを踏
まえた学部専門教育科目を含むさらなる展開に求められる。
フィードバックシステムの改善としてまず必要なのは、継続的できめの細かい学生たちの学習状況調
査である。この点は外部評価委員の同志社大学教授山田礼子氏、ならびに京都大学准教授の溝上慎一氏
がそろって指摘している。アクティブ･ラーニング科目群をそれ以外の科目群とどのように連携させ、
機能させてゆくか、をこれから検討してゆく上でもこの課題の克服は欠かすことはできない。実際に
LA の活動はスタディスキル科目群に閉じたものではなく、LA たちは自分たちが一般の受講生として授
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業を受けているときでも潜在的な教育改善の協力者としての意識を持ちつつあるという肯定的な胎動
も見られているものの、アクティブ･ラーニングをいわば単発で終わってしまうような閉じた営みにし
てしまわないようなさらなる仕掛け作りは喫緊の課題である。そうした仕掛け作りの根拠資料として、
スタディスキル科目群以外も含めた学習状況・履修状況の調査を広範囲かつ継続的に実施してゆく必要
があるだろう。その上で、スタディスキル科目の履修者が当該科目において体得したはずの主体的学習
姿勢がそれ以外の科目での学習につながっていないとしたら、その断絶が何によるものか、を洗い出し、
対策を講じていかなければならない（ただし、こうした断絶がなぜ生じうるのか、またそれを克服する
ためにどうすればいいか、に関して現時点までの調査結果を踏まえたある程度の見通しについては、昨
年度の本取り組みの成果報告書の自己点検・評価の項目ですでに示唆してある。Cf. 「三者協働型アク
ティブ･ラーニングの展開 平成 22 年度 成果報告書」, p. 154）。今後、調査を継続しながら、これらの
課題に取り組んでいかなければならない。
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１

平成 23 年度

事業推進担当者会議

回

日時

活動内容

１

4 月 27 日

1.関西地区 FD 連絡協議会総会でのポスター発表について
キルゼミ WS について 3.中間振り返り MTG について
5.成果指標と調査について

ついて

2.スタディス

4.LA 向け研修に

6.知のナヴィゲーター・スタディス
7.国内出張

キルゼミ向けアクティブ・ラーニングテキスト作成について
について

8.書籍購入について

10.自己点検評価委員について

9．最終年度のスケジュールについて
11 外部評価委員について

12.春学期開

始 1 ヶ月を振り返って
２

5月

6日

1.関西地区 FD 連絡協議会総会でのポスター発表について

３

5 月 13 日

1.ポスター作成について

４

5 月 31 日

1.関西地区 FD 連絡協議会総会結果報告
いて

3.知のナヴィゲーター・スタディスキルゼミ向けアクティブ・ラー
4.中間振り返り MTG について

ニングテキスト作成について
５

7月

1日

2.スタディスキルゼミ WS につ

1.6 月 4 日中間ふりかえり会

2.秋学期 LA 候補推薦

3.秋学期 LA 活用授

業募集（教員向け）／LA 勤務可能曜限調査（LA 向け）4.秋学期 LA 向け
研修

5.LA 合宿

ショップ

6.「スタディスキルゼミ／知のナヴィゲーター」ワーク

7.成果指標と調査について

ト作成について

9.自己点検評価委員

口に係るラーニング・コモンズ
６

7 月 15 日

8.知ナヴィ・スタスキ向けテキス

1.6 月 4 日中間ふりかえり会

10.外部評価委員

12.最終報告会

2.秋学期 LA

11.学習相談窓

13.最終成果報告書

3.秋学期 LA 活用授業募集（教

員向け）／LA 勤務可能曜限調査（LA 向け）4.秋学期 LA 向け研修
イベント

6.スタスキワークショップ

7.成果指標と調査について

ナヴィ・スタスキ向けテキスト作成について
10.外部評価委員
報告会
７

7 月 29 日

1.秋学期 LA

2.秋学期 LA 活用授業募集（教員向け）／LA 勤務可能曜限
6.成果指標と調査について

スト作成について

8.自己点検評価委員

窓口に係るラーニング・コモンズ
9日

1.秋学期 LA 配置

10
11

9月

8日

10 月 19 日

9.外部評価委員

1.秋学期 LA 配置

3.スタスキ WS 4.LA

6.実績報告書確認事項

7.関大生の

8.知ナヴィ・スタスキ向けテキスト作成について
5.LA イベント

2.LA 向けファシリテーション研修
5.LA イベント

1.十字 LA 2.学外連携

3.学園祭「ポスター展示」
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3.スタスキ WS

6.フォーラム

ヴィ・スタスキ向けテキスト作成について
8.ニュースレター

3.スタスキ WS

6.フォーラム

4.LA 向けスタスキ研修

7.報告会・報告書

10.学習相談

12.最終成果報告書

2.LA 向けファシリテーション研修

4.LA 向けスタスキ研修

5.スタスキワー

7.知ナヴィ・スタスキ向けテキ

11.最終報告会

5.LA イベント

「学生の学び」の分析
8 月 29 日

4.LA イベント

1.秋学期 LA 2.LA 向けファシリテーション研修
向けスタスキ研修

９

12.最終

13.最終成果報告書

クショップ

8月

8.知

9.自 己 点 検 評 価 委 員

11.学習相談窓口に係るラーニング・コモンズ

調査（LA 向け）3.秋学期 LA 向け研修

８

5.LA

4.学外出張

5.知ナ

6.交渉学ワークショップ

12

11 月 2 日

1.十字 LA 2.学外連携

3.学園祭「ポスター展示」

ヴィ・スタスキ向けテキスト作成について
7.報告会・報告書

4.学外出張

5.知ナ

6.交渉学ワークショップ

8.来年度スタスキの編成、LA のセンター利用、入学前

教育、ニュースレター
13

11 月 16 日

1.十字 LA 2.学外連携

3.学園祭「ポスター展示」

ヴィ・スタスキ向けテキスト作成について
7.最終成果報告会
14

11 月 24 日

4.学外出張

5.知ナ

6.交渉学ワークショップ

8.最終成果報告書

1.外部評価委員の先生方との打ち合わせ

2.最終成果報告会演題

3.最終

成果報告会パネルディスカッションテーマ
15

12 月 13 日

1.学外連携

2.学外出張

ークショップ

5.合宿

3.アクティブ・ラーニングデザイン
6.最終成果報告会

7.最終成果報告書

16

1 月 18 日

1.最終成果報告会について

2.外部評価委員会について

17

1 月 25 日

1.最終成果報告会について

2.外部評価委員会について

18

2月

1.LA 研修（交渉学ワークショップ）について

19

2 月 15 日

9日

4.交渉学ワ

1. LA 研修（交渉学ワークショップ）
について 2.学生 FD サミット
年度春学期時間割・LA クラス編成
当者 WS

4.LA 合宿

5.SA 研修

7.最終成果報告書

20

2 月 29 日

1.最終成果報告書

2.次年度 LA 配置

21

3 月 21 日

1.次年度 LA 配置

2.スタディスキルゼミワークショップ
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6.スタスキ担

２

事業推進体制（平成 23 年度）

関西大学

（１）

事業推進担当者

役割
事業推進責任者

（２）

氏名
三 浦 真 琴
山 本 敏 幸
須 長 一 幸
岩 﨑 千 晶
牧 野 由香里
遠 海 友 紀
齊 尾 恭 子
今 岡 義 明
中 塚 義 史
萩 原 恒 夫
濱 生 快 彦
竹 中 喜 一
川 瀬 友 太

所属
教育推進部
教育推進部
教育推進部
教育推進部
総合情報学部
教育開発支援センター
教育開発支援センター
教育開発支援センター
学事局
授業支援グループ
図書館事務室
授業支援グループ
授業支援グループ

役職
教授
教授
准教授
助教
教授
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｽﾀｯﾌ/研究員
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｽﾀｯﾌ/研究員
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｽﾀｯﾌ/研究員
次長
グループ長
主任
-

報告書執筆者一覧
岩﨑千晶

関西大学教育推進部

今岡義明

関西大学教育開発支援センター

遠海友紀

関西大学教育開発支援センター

川瀬友太

関西大学学事局授業支援グループ

齊尾恭子

関西大学教育開発支援センター

須長一幸

関西大学教育推進部

竹中喜一

関西大学学事局授業支援グループ

橋本

富山大学大学教育支援センター

勝

濱生快彦

関西大学学術情報事務局図書館事務室

藤原崇人

関西大学非常勤講師

古川

関西大学社会学部

誠

溝上慎一

京都大学高等教育研究推進センター

三浦真琴

関西大学教育推進部

山田礼子

同志社大学社会学部

山本敏幸

関西大学教育推進部
（五十音順）

（３）

事務局
学事局

授業支援グループ
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