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教員の教育活動の評価について

　
司会：今日はお忙しい中，京都大学の高等教育研究
開発推進センターの大塚雄作先生においでいただきま
した。どうもありがとうございます。
　大学というところは，研究も教育も行っているわけ
ですけれども，今日は教育の方につきまして，評価と
いうものをどのように考えるべきなのかということで
お話いただきたいと思います。
　評価とは無関係に，授業というのはだんだん良くし

ていかなければいけないんでしょうが，組織の方でも
個人の方でもいろいろ評価ということが言われていま
すので，その評価の文脈の中で，どういうことが考え
られるのかということでお話いただければと思いま
す。
　その後，意見交換の時間も取りたいと思いますの
で，どうぞよろしくお願いいたします。それでは，先
生，お願いいたします。

教員の教育活動の評価について

大 塚 雄 作  京都大学　高等教育研究開発推進センター

 Ⅱ 　大学院教育改革の試み

　大塚：ご紹介いただきました，京都大学高等教育研
究開発推進センターの大塚です。この師走という忙し
い時期に，先生方，貴重な時間をご苦労様です。
　先ほどのスライドには，教員の教育評価というよう
な言い方がありましたけれども，例に漏れず京都大学
にも中期目標がありまして，その中期目標の中には，
教員評価のあり方について検討するという事項がやは
り含まれているんですね。今しきりに，この中期目標
を作ったのは誰だっていうことが内部で言われたりし
ていまして，京都大学の中期目標のなかで，達成でき
そうもない事項のひとつに挙げられておりました。私
は，その評価の小委員会の委員を仰せつかっています
ので，それはむしろ健全じゃないか，場合によって
は，教員評価などということを安易に入れることは，
大学にとっていいことではないという結論を出しても
いいんじゃないかといった意見を出したりもしていま
す。ところが，上に立つ人の立場は，中期目標にある
以上，そうはいかん，何らかの形でやらねばならない
ということになります。それで，実は，京都大学で
も，いつの間にか，教授だけを対象に，教員評価を行
うなどという規程がいつの間にかできておりまして，
評価の威力と言いますか，そういう時代なのかなぁな
どと，私は少々情けない思いでいるところでありま
す。
　先ほど佐久間先生から示されておりましたのは，
「教員評価」ということでしたけれど，私は，あえて
そういう意味で「教員」の評価というよりも，大学に

おける教育評価という視点から考えてみたいというこ
とで，標題のテーマを定めさせていただきました。話
の流れは，皆さんのお手元にあるハンドアウトに従っ
て進めさせていただければと思っております。
　私は，実は３年前に京都大学に移るまでは，大学評
価・学位授与機構におりました。今ですと「試行的な
評価」と呼ばれていますけれども，その試行的評価の
枠組を作るときに関わりました。また，実際に，全学
テーマ別評価と呼ばれる評価を担当しました。最初の
年には「教育サービス」，３年目には「国際連携」の
評価を担当しました。それから，今の認証評価の基準
などについては，直接はタッチしていませんでしたけ
れども，今の基準が構成されるプロセスをごく間近で
見聞きしてきたということもあります。そんな評価に
携わってきた経験も踏まえて，感じていることを少し
お話しできればと思っております。

FD義務化の流れのなかで

　まず，皆さんご承知のとおり，FDがすでに義務化
されるということが起こっております。たまたま私は
大学評価を担当していたということもありまして，こ
れは皆さんご存じかどうか分かりませんが，設置計画
履行状況等調査委員会というのがありまして，その委
員を仰せつかることになりました。その委員会で経験
したことを，この FD義務化と絡んで，最初にお話し
してみたいなと思います。
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　FD義務化というのはいったい何かということです
が，私自身は法律に詳しくないこともあって，FDが
義務化されたことを，よく認知していなかったんです
ね。ちょうど１年ぐらい前に，たまたま文科省の人た
ちが FDについて開いた勉強会に我々のグループが呼
ばれまして，そのときに京大では FDの義務化にどう
いう対応をしていますかと聞かれたんです。FDは，
それまでは「努力義務」と言われていたわけですけれ
ども，ここにありますように，今年の４月から，まず
大学院設置基準の中で FDは義務化されました。この
動きを実は私はよく認識していなかったということで
す。ここにある「大学院の授業及び研究指導の内容及
び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究」，
これを文科省では FDと呼んでいるわけですけれど
も，その FDを「実施するものとする」という文言に
改正されたわけです。この「実施するものとする」と
いうのが，法律用語で「義務」ということを指すらし
いんですね。今までは，1998年の答申以来，「努めな
ければならない」という努力義務だったわけですが，
私は「ねばならない」というのは，非常に強いニュア
ンスがあったものですから，それに対して，「実施す
るものとする」というのは何となく普通の平板な言い
方なので，それが強いとはあまり感じなかったという
こともあるんですけど，いずれにしても，大学院の方
が，もう今年から FDをやっていないといけないとい
う形になっています。
　そして，大学院設置基準の改正を追っかけて，来年
の４月からは大学設置基準も変わります。やはり，
「努めなければならない」だったんですけれども，「実
施するものとする」と改正され，設置基準において，
FDが義務という強い表現になります。こういった設
置基準の改正の動き，これを FDの義務化と言ってい
るわけですね。
　その FDの義務条項，つまり「授業の内容及び方法
の改善を図るための組織的な研修及び研究」という部
分が，「実施するものとする」と強い表現になったの
に加えまして，この第25条の３の前後には，いわゆ
る「単位の実質化」の話であるとか，「成績評価の厳
格化」の話であるとかも，まだ義務というかたちでは
ありませんが，明示されるようになってきています。
　私が今担当しております設置計画履行状況等調査委
員会，アフターケアの ACを取って，我々は AC調査
と言っていますけれども，これはいわゆる設置審の専
門委員会でして，普通の大学ではほとんど関係ないん
ですけれども，例えば名古屋大学でも何か新しい学部

や大学院をつくるとか，大学に新たな組織をつくると
きには，当然，設置審の審査を受ける必要がありまし
て，その審査に通過した後，その設置計画どおりに大
学が運営されているかどうか，その履行状況を調査す
るのが AC調査というわけであります。ちょうど学年
進行の間で，４年間，あるいは，大学院などでは２年
という場合もありますが，その間，実は，AC委員会
によるチェックが行われておりまして，その後，いわ
ゆる認証評価の方にバトンタッチしていくという形に
なります。
　それで，設置基準が改正されますと，設置基準に基
づいて，設置審査が行われるわけですから，AC委員
会でも，早速，チェックの観点にそれが取り込まれま
す。例えば，平成16年度から，専門職大学院が正式
に法制化されまして，その際にできました専門職大学
院の設置基準の中には，実は FDの義務条項がすでに
含まれておりました。おそらく大学院の設置基準の方
で先に義務化されたのは，専門職大学院の設置基準に
合わせたのではないかなと思います。それ以上の意味
があるのかどうか，私にはちょっとよく分かりません
が，何で専門職大学院の設置基準に FD義務条項が最
初に含まれたかと言いますと，専門職大学院では，い
わゆる「実務家教員」という，大学での教員の経験は
ないけれども，実務経験を豊富に持っている方を教員
として入れることになっておりますので，そういう教
員のために FDを必ずやらなければいけないというこ
とではなかったかと思います。
　いずれにしましても，AC委員会で，専門職大学院
の調査で実地に訪問調査に行きましたり，また，面接
調査と言って，大学の代表に来ていただくこともあり
ますが，設置基準で法制化されておりますから，FD

についてどのような活動を行なっているかをチェック
しましょうという観点が，委員に示されることになる
わけです。具体的には，FDに関する会議・研修等へ
の教員の参加率，開催頻度というのをまずチェックし
ましょう，という話になっていくんですね。それか
ら，各教員の取り組み状況を組織的に把握・検証して
いるか，学生による授業評価の結果の活用等を含め
て，恒常的に FDの改善を行う対策が整っているか，
こういったところを聞きましょうということになりま
す。このような感じのことは，当然，FDの義務化の
後は，認証評価でも当然チェックされることになって
しまうだろうということですね。要するに，設置基準
に書かれていることに応じてチェックが行われるよう
になっていくということで，実際に，そういった AC
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調査や評価で「問題がある」と判定されるとどういう
ことになるかというと，例えば，AC調査では「留意
事項」と呼んでいますけれども，この点を改善しなさ
いということを相手に伝えるだけではなくて，それが
ホームページ上にも掲載されるということが出てきま
す。
　今，AC調査でしばしば問題とされてきているのは，
いわゆる株式会社立の大学です。「留意事項」に止ま
らず，文科大臣から「改善勧告」というきつい勧告を
受けた大学も出てきています。FDに関しても，ある
株式会社立の大学の AC調査で，留意事項が付いたの
ですが，小さな規模の大学ということもありますの
で，FDに関してどうやっているかというと，本当に
機能しているかどうかは私の知るところではありませ
んが，教授会で，互いのクラス運営や授業内容につい
ての改善点，反省点などを議論し合うことで，組織的
に検証してきているという主張をしたのに対して，
「FDのための組織的な研修について，教員間の意見
交換にとどまらず，組織的に検証して，教育活動への
フィードバックを行うなど，一層の充実に努めるこ
と」といった留意事項がついちゃったんですね。教授
会で話し合っているだけじゃいかんとまで言ってしま
う風潮が出てくるのは，私は，由々しきことではない
かと思っています。
　そもそも，教育の授業内容及び方法の改善を図るた
めの検討というのは，教授会で，ある意味日常的に行
われているのであれば，その方がよほど有意義であっ
て，FD講演会をやらなきゃいけないとか，それから
授業評価をやらなきゃいけないとか，いわゆる定型的
なそういった活動が，FDの義務化に伴って全国で広
がっていますけれど，それをやっていなければ FDで
はないというような言い方をしてしまうのは，ちょっ
と危険ではないかと私は思います。法制化に伴って，
こんなことが現実に起こってきているということです
ね。

授業の改善って何だろう？

　さて，「教育評価」と言いますと，授業の「改善」
が目的ということになりますが，京大で私自身が経験
している授業実践をご紹介しながら，最近，何が授業
改善になるのかよく分からんという，お話をしていき
たいと思います。
　私は，こういった，毎回「ミニッツ・ペーパー」と
いう感じのアンケートを配布しまして，７つの項目に

ついて評定をしてもらっています。高等教育研究開発
推進センターというところにおりますと，自分の感触
だけではなく，実証的なデータも収集しておかねばと
いう強迫観念もあって続けております。評定項目の他
に，授業の感想などを自由に記述もしてもらっていま
す。このような試みをやっている先生方は，ほかにも
たくさんいると思います。毎回授業アンケートをやっ
ているようなものですけど，名古屋大学の有名な「成
長するティップス先生」という本には，授業評価研究
者にありがちというのは，私のことではないかと思う
んですが，毎回授業評価をやるようなことは望ましく
ないということが書かれていますね。すし屋が握るた
びにおいしいですかと聞くかって，それと同じだとい
うようなことを書かれていまして，こういうときの話
のネタには結構いいんですが，処理も結構大変です
し，皆さんにはお勧めはいたしません。
　私は，今，京都大学の全学共通科目として，「教育
評価の基礎」という授業を開講しています。受講生は
１年生，京都では１回生と呼ぶんですけど，１年生が
ほとんどです。それから，一応全学部から学生が集ま
っています。最初の授業はガイダンス的に進めること
になりますが，２回目の授業になりますと，ある項目
の評定値がガクッと下がるんです。これは何かという
と，この赤矢印で示した項目は，「授業に集中できた」
かどうかという項目なんです。この２回目の授業に学
生たちが集中できたかどうかは，何もこの評定結果を
見なくても，授業していれば分かる部分がありまし
て，講義をしていますと，学生たちがバタバタバタッ
と倒れ始めると言いますか，要は寝始めるわけです。
ちょうど１時からの授業ということもありますし，４

月の18日ですから，ちょっと温かくなってきている
上に，新入生も少し気が緩んできているということも
あるのかもしれませんし，何よりも話の内容がおもし
ろくないのかもしれませんが，とにかくよく寝てくれ
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るんですね。これは最初の年にも感じていたんですけ
れども，私はパワーポイントを使わないで授業をして
いたんですが，やっぱり寝られるとやる方も気分が悪
いので，それでたまらず，去年からパワーポイントを
入れてみました。それで，多少「授業に集中できた」
という項目の平均値も上がるんですけど，やっぱり寝
る学生は寝てしまう。
　それでこんな感じで推移したんですけれども，やっ
ぱり学生を動かさなきゃと思い立って，去年の５月
23日にグループ討論を入れたんですね。教室は，い
わゆる固定式で，椅子を回せたり，机を合わせたりで
きる移動式でないと，グループ討論の場合，前の学生
が後ろを向くときに無理があるかなぁとも思ったんで
すが，とにかくやらせてみたんですね。グループ編成
は，その時間にいきなり，この４人，この４人，とい
う感じで，その場でいきなりグループを組ませて，グ
ループ討論をやってみました。思った以上に学生は器
用に後ろ向いてやるんですね。びっくりしました。３

人ずつの席なんですけど，前が３人でも後ろ向いて結
構器用にやるもんですね。この辺は，学生って柔軟だ
なぁって思いました。
　グループ討論の素材は，「相対評価」か「絶対評価」
かといった論点をディスカッションしてもらおうと思
って，これは1982年ですから，もう25年以上も前に，
たまたま私が大学院生のころに見つけた記事を例に使
ったのですが，高槻市で市立中学校の父母ら百余人が
デモ行進をしたっていう記事です。これは確か夕刊の
コラム記事でしたけれども，なぜデモ行進をしたかと
いうと，高槻市の中学校では，中間・期末の一斉テス
トをやめて，通知表も優良可の三段階評価をやめて点
検方式にしたということなんですね。今は，絶対評価
が基本になっていますから，そういう通知表はむしろ
当たり前かと思いますが，当時はかなり革新的だった

わけです。単元ごとに指導目標に到達しているかどう
かを評価してフィードバックする通知表だったという
ことですね。これは理念だけれども，やっぱり大阪あ
たりの保護者はこういう感覚なのかなぁと思う部分も
ありますが，一斉テストがなければ子どもの学習能力
が落ちる，こんな通知表では子どもの学力が分からな
いということで，５段階評価の相対評価にしろとか，
一斉テストをしろとか，そういったことを要求した，
という記事が出ていたわけです。それで，教室の３つ
の列のそれぞれに，例えばこの列が，保護者の側に立
って，つまり相対評価をやれという立場に立って，そ
れを擁護するような結論を出すように議論してみなさ
い。それから，真ん中のこの列は，教師の側に立っ
て，点検方式の評価がいいんだというようなことを導
く議論をしなさい。それから，一番左側の列は，これ
はデモ行進して市教育委員会に保護者側が要求をして
いるので，保護者側と教員側の両者を裁く立場に立っ
て議論しなさいという課題を与えたんですね。そんな
ことを45分ぐらいやらせて，全部の班から２つぐら
いずつ意見を言わせる機会をもったわけです。そうし
ましたら，めでたし，めでたしで，「授業に集中でき
た」というのが，3.7ぐらいになりまして，これは４

段階評定でやっていますので，ほとんどみんな４に丸
を付けてくれているということです。当然といえば当
然なんですけれども，こういう結果が得られたという
ことです。先ほど見せましたとおり，下に自由記述欄
があるんですけれども，グループディスカッションが
非常に新鮮だったとか，みんなが真剣に１つの課題に
関して取り組めてとても有意義だったとか，少人数の
グループディスカッションの醍醐味を味わえたとか，
そんなことを書いてくれる学生もいました。
　しかし，よく見てみると，この辺が授業評価のデー
タを見る難しさなんですけれども，集中度が上がった
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代わりに，この青い線が落ちています。この青い線は
何かというと理解度です。分かりやすかったかどうか
という点では，前の授業よりも下がっていたわけで
す。ある部分が上がっただけで喜んでいてはまずいと
いうことですね。これはいったいどういうことなのか
ということは，自由記述の中にも現れていまして，
「90分の授業で，どういうことをやるかという概要説
明をして，討論して，発表するのはむちゃだ。」とい
った記述がありました。この学生が，先の授業アンケ
ートで，「グループディスカッションでも入れてみた
ら」と提起してくれた学生なんですけれども，「２週
間ほど時間をとって，しっかり議論を煮詰めてからじ
ゃないと，当然有意義なディスカッションにはならな
い」というのも当然のコメントかなと思いました。こ
の学生は，このディスカッションに不満だったんだと
思います。他にも，「論点が絞れていない」というよ
うなことで，「相対的か絶対的か」くらいの論点でや
った方がいいのではないかという意見も出ていまし
た。自由記述には，こういった具体的な意見が出てき
ますので，参考になりますね。
　実際に，３つのグループでどう違うかというのを見
てみましたら，市教育委員会のグループの評定が全体
的に低かったんですね。ですからやはり，両方の立場
に立って議論するというのは，この時間ではちょっと
難しかったかな，というのがこのときの「理解度」が
低くなった一つの要因だったのではと判断しておりま
した。ところが，今年やりましたら，すべてにわたっ
て市教育委員会が今度は高いんですね。だから，今年
の今のところの結論は，要するにグループ分けすると
きに，どういう学生がどこに割り当てられたかとい
う，単にそれだけかもしれないということです。１回
やっただけで，結論というのはそう簡単に出せるもん
じゃない，というのもまた経験しているところです。
　いずれにしても，グループディスカッションはそん
なに簡単な話ではないので，そういった準備も必要だ
なと感じました。そこで，今回は，先ほどの学生の意
見に従って，２回に分けて同様のディスカッションを
やってみました。１回目のときに何か調べなければい
けないと思われることがあったら，次のときまでに調
べてきて，もう１回ディスカッションさせて，ディベ
ート的に各グループからの意見を闘わせるということ
を今年はやってみました。そういった余裕もあって，
市教育委員会の立場のグループが改善したのかもしれ
ません。しかし，２回に分けた今年は，「講義２回分
のディスカッションだったけれども，話し合いと下調

べ，ディスカッションと情報収集，まとめ，のように
３回分とるといいのではないか」，という感想が出て
きて，学生の要求は際限がないということを経験いた
しました。
　それから，たかが１回，「授業に集中できた」とい
う項目が上がったからといって，それが維持できるか
というと，とんでもない話でありまして，教育評価で
すから測定の話も入ってきますので，そういう統計の
話になりますと，また集中度がガタガタガタと下がっ
てきます。ついに，理解度も合わせて最低の回を経験
しました。４段階評定ですから，ちょうど真ん中が
2.5になりますが，平均値が2.5を割るような授業とい
うのは，おそらく学生側は，何を質問していいかも分
からないような，非常に重篤な状態に陥っているのか
なぁと経験的に感じています。ですから，１回ぐらい
工夫しても，今はやり言葉の一つでサステイナビリテ
ィと言いますが，その状態を維持していくことには決
してならないということですね。ただ，私もこの点
は，ある程度予想していたことで，統計的な測定の話
を前半に持っていくと，全学共通科目というのは選択
科目ですから，受講生が途中でやめていってしまうか
もしれないということで，後半，ここまでいったらも
う途中でやめるのももったいないと思えるような時期
に，少し厄介な話題を入れるようにしていまして，ち
ょっと確信犯的なんですけれども。
　もっとも，測定に関わる話は，偏差値の求め方な
ど，式自体は中学生でも十分にわかるような程度の内
容がほとんどなんですが，正規分布の関数を出したり
しているので，その辺，丁寧にやり過ぎたかなという
反省もあります。「正規分布の話は長くて難しかった
ので，集中力が途切れてしまいました」という感想を
書いてくる学生がいまして，そういう学生が４段階で
「２」とか「１」という評定をしてきます。
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　そんなこともありますので，去年の場合は，ちょう
どダービーの直後だったので，途中でダービーのスラ
イドなどをポッと入れて，「ダービーでメイショウサ
ムソンが強かった」なんていう話を１分ほど入れてみ
たりしてみました。そのときの雰囲気を見ると，やは
り女子学生がシラッとした目を向けてくるのを感じた
りしまして。昨年は，こればかりではなく，スポーツ
には評価がつきものということもありまして，トリノ
オリンピックの荒川静香とか，ワールドカップのスラ
イドとか，お遊び的な部分を時々仕込んだりしていま
した。そうしましたら，ダービーのスライドを見せま
したときに，「メイショウサムソンを見てやる気が出
ました，強かったですね」って感想に書いてきた学生
がいて，何が効くか学生によってさまざまだなぁとい
うことを体験しました。実は，この講義に続きまし
て，後期には演習形式の「教育評価の基礎Ⅱ」という
のを開講しておりまして，全学共通ですと演習形式の
受講生はかなり減るんですけれども，その彼は後期の
授業も取ってくれたりしています。そういう意味で，
ダービーのスライドも，彼を授業につなぐきっかけに
はなったのかなぁと思うわけです。おそらくダービー
のスライドまでは寝てたのかもしれませんが，そし
て，授業の工夫としては，邪道のようなことでありま
すけれど，こんなような効果が及ぶ学生もいたりしま
す。だから，授業改善に何がいいのか分からないとい
うことの例として出してみました。
　ダービーのスライドはともかくとして，授業の内容
に関しても，学生によって，受け止め方が非常に多様
です。統計的な説明をする授業で，「自分が文系であ
ることをしみじみ感じてしまった」というような困惑
した感想がある一方で，数式の展開がかなり含まれる
授業なんですけれども，講義からいろんなことを自分
なりに発展して考えてくれていて，「今日はとても楽
しい講義だった」とおもしろがってくれる理系の学生
も，京大ですからやっぱりいるんですね。こういう多
様性が，どんな授業にも多かれ少なかれ含まれている
んだろうと思います。
　そのような経験を積み重ねながら，少しずつ工夫を
組み入れながら，授業をやってきているわけですが，
同じ授業の毎回の評定値の推移を並べてみますと，ま
あ，似たような感じの浮き沈みを繰り返したりするこ
とになりまして，工夫してみることが改善になってい
るのかどうか，その辺は何とも微妙なところというこ
となのかと思います。
　それで，今年，2007年度のグラフで，３回目に一

つ特に目立つピークがあることに気づかれると思いま
すが，これはいったい何をしたのかと言いますと，あ
るビデオを視聴させています。福知山線脱線事故がち
ょうど２年前の４月25日にありまして，今年，2007

年の４月23日の夜に，NHKで「トリアージ　命の選
択」という特集番組をやっていたんですね。これは使
えると思って，即座に録画ボタンを押して録画したの
を翌日の授業で見せたんです。そういうタイムリーさ
もあったんですけれども，ちょっと長いくらいの時間
ですが，30分ぐらい見せたのではないかと思います。
編集する時間もなかったので，30分ぐらい流して見
せました。トリアージというのは，緑，黄，赤，黒と
いう，いわゆる４段階評価を，あのような大きな災害
の現場で医療チームはやっているわけです。黒は即死
状態，赤がとにかく急いで病院に連れて行く必要のあ
る重症の患者，黄は重症だけれども，命には別状ない
段階，緑が軽症という，こういう４段階の評価なんで
すが，医療的にもこういう４段階の評定っていうのは
非常に難しい問題が含まれているということについ
て，この番組で特集していたんですね。教育評価とい
う領域でも，教師の立場では，評定を出していかなけ
ればいけません。そういったときに，評定の難しさを
いろいろな視点から思い出してもらえればということ
で入れてみたんですけれども，ビデオの内容が大変衝
撃的だったので，学生には非常にインパクトが強かっ
たようです。自由記述の感想のなかにも，「今後評価
について考えるときに参考になるだろう」ということ
や，「世の中にはまだまだ絶対的な評価基準が存在し
ないということがわかった」とか，学生は，今まで試
験だなんだっていうことで，評価される側にずっとい
ると思っていますから，試験に対しても結構絶対的な
感覚を持って育ってきている向きもあるのですが，そ
れが覆されたというようなことを書いてくれたり，そ
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れから，「自分が評価されるのと同じぐらい，他人を
評価することは重いことだ」と感じたとか，いい記述
が散見されました。私自身，なかなかこのビデオを入
れたのは良かったなぁ，久々のタイムリーヒットだっ
たなと，とても満足できた授業でした。
　ところが，その次の回のときに，当然と言えば当然
なのですが，また評定が落ち込むんですね。これは，
４月24日の授業のあとですから，ゴールデンウィー
クが入って５月８日，つまり１週間余計にあいてしま
ったということもあるんだと思うんですけれども，こ
の落ち込みの原因の一つらしきことが，次の回の自由
記述に書かれていたんですね。「前回がおもしろかっ
た分，正直今回は少し退屈だった」と。「途中画像を
使ったり問題を入れてみたり工夫したことは分かるけ
れども，それでも単調だった」ということなんです
ね。ビデオを見せる授業がよくて，そうでない授業だ
とかえってその反動が出てしまうというわけです。イ
ンパクトのあるビデオを授業で見せ続ければ，こうい
った高い評定が続くことにもなるのかもしれません
が，そういう感想が正直に出てくるということを考え
ると，ビデオばかり見せる授業は，評定が高くなるか
らと言って，本当にいい授業と言えるのかということ
を，ここでまた反省させられました。
　私はたまたま縁があって，今はもう終わっちゃいま
したけれども，フジテレビの幼児番組「ポンキッキー
ズ」のスーパーバイザーを15年ほどやっていました。
ポンキッキーズの番組は，元々は，セサミストリート
の番組作りのコンセプトで作られていました。セサミ
ストリートは非常に定評のある教育番組ですが，アメ
リカで出版されている本の中に，『滅び行く思考力』
というものがありまして，セサミストリートなどを見
ていると，小学校に入るときに，子どもたちは不適応
を逆に起こすという意見が書かれています。というの
は，小学校に入ってテキストを開いても，文字が踊っ
てくれないというわけです。要するに，ポッキーキー
ズとか，セサミストリートに慣れていると，そういっ
た学校の教育になじんでいけない，なじんでいきにく
いということが起こる，と主張している人がいたのを
思い出しました。今は，大学の授業というのはおもし
ろくないというようなことが評判になっていますけれ
ど，じゃあおもしろくすれば本当にいいのかというこ
とですよね。こういう「やった」と思うようなビデオ
を15本そろえて，それだけでいい授業になるとはと
ても思えないし，どんなことにも両面があるんだとい
うことを，こういう経験で痛感したわけです。だから

少なくとも，来年またこれをやるんであれば，ビデオ
を見せるタイミングを少し遅らせようかなとも思って
います。もう少し，先ほどの相対評価や絶対評価なん
かの議論も踏まえた上でこういうビデオを見せたら，
また効果が少し違うのかなと思うので，また来年試し
てみようと思っています。
　いずれにしましても，ものごとには必ず両面があり
ますし，それはまた受講している学生の層にも依存し
ますし，授業評価の評定というのは，１学期の授業の
流れのなかで，上がり下がりが結構あるわけです。だ
から，授業評価のあの評定値が高いほど，つまりいく
つかの大学では，すでに教員評価のときに授業評価の
評定値が関数の中に組み込まれていて，高ければ教員
評価の点数も高いような式を作っているのですが，そ
のようなことが本当にいいことなのかどうか，私は疑
問に思います。以前，私が統計を文系の学生に教えて
いたときに，文系には難しかったのだと思いますが，
低い評定値がずっと続いてしまって，そういうときに
最後の授業評価の感想欄に，「先生の統計の授業を１

年間受けて分かったことは，統計が難しいということ
だけでした」と書かれたことがありまして，私自身
は，文系の学生だから，できるだけそういうコンプレ
ックスを取り除こうという趣旨で分かりやすくやって
いたつもりなのに，難しいということだけ教えたの
か，とがっかりしたことがあります。そういう意味で
は，評定平均が低いまま推移し続けるのは，望ましく
ない部分もあるのかなと思うんですけれども，だから
といって，授業評価が高くなれば改善したとも言い難
いということです。また，私も高等教育センターにい
る関係で，いろいろと工夫してやってみている方だと
思うのですけれど，工夫しても，そうそう授業評価の
評定値が上がるということもないですし，全体的には
大差ないというのが実感ですね。教員自身のパーソナ
リティと，学生の層もそんなに変わらないということ
がありますと，これは統計量の特徴でもありますが，
最後の授業評価の評定平均値は，不思議なくらいに，
かなり安定した値を示します。その意味でも，高いこ
とがいい，高ければいいという問題ではなくて，ある
水準を保てるということが大事なのではないかと私は
思っているところです。
　そういうことで，毎回やっていた授業アンケートの
結果と，最後に総括的に実施した授業アンケートの結
果を比べてみたのですが，項目によって，異なる関係
にあることが見出されてきています。つまり，毎回評
定してもらっている項目と全く同じ項目を，１学期間
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通してどうだったかという評定を最後にしてもらった
わけです。そうしますと，先ほどから話題になってい
る，「授業に集中できた」かどうかというのは，毎回
の授業で上がったり下がったりしますけれども，結果
的にはその平均的なところに最後の評定平均値が落ち
着いていることがわかります。平均的なところに総括
的な評定平均が位置するのは，他にも，「分かりやす
かった」，「興味深かった」，それから「授業の構成が
適切だった」という項目などが，上がり下がりはやは
りありますが，最終的には，ほぼ平均的なところに落
ち着いています。これは，去年と今年でほぼ似たよう
な感じでした。
　それに対して面白かったのは，「新たな発見があっ
た」，「有益であると思った」，「総合的に満足できた」
という項目で，これらは，毎回の評定平均値の最大値
のあたりに最終的な評定平均値が行っているというこ
とです。「総合的に満足できた」というのは，授業ア
ンケートでは定番の項目で，いろいろな大学で，学生
消費者主義などと呼ばれて，いわゆるカスタマー・サ
ティスファクションを表す項目として，どの授業アン
ケートにも入っている項目ですけれど，こういった項
目や，「新たな発見があった」といった項目は，学生
にとっては，途中で訳の分からない部分があったとし
ても，どこかで何か引っ掛かるところがあったり，目
からウロコが落ちる体験をするような情報が仕入れら
れた，ということが授業のどこかで経験できると，最
終的に高い評定をすることになるということがどうも
あるようです。ですから，いつもいつも評定が高くな
るような授業をする必要はなくて，やっぱりやるべき
ことはちゃんと授業でやるというのでいいんだ，とい
うようなことが，こういったグラフから見えてきたわ
けです。
　そういった経験をしますと，授業改善とはいったい
何なのかということがわからなくなってきます。むし
ろそれはもう，我々が大学教員をしている間はずっと
それについて考えていかねばならないことなのかもし
れません。
　例えば，授業アンケートで「分かりやすさ」が低か
ったら，やさしくすれば本当にそれが学生のためにな
るのかという問題は常にでてきます。統計の授業など
でも，一番最初に担当したときの内容を３分の２ぐら
いに減らしたりもしていますけれども，３分の２に減
らしても，大して分かりやすいという感覚は上がらな
いものですし，むしろ３分の２に減らしたために，昔
は調査を手伝ってくれるくらいの学生が一人二人は出

ていたのが，そこまで育ってくれる学生もあまり出て
こなくなってしまったとか，マイナスの面もあるぐら
いです。むしろそういうことがあるのであれば，例え
ば演習を入れたり，実習を入れたりということを考え
たらいいのかもしれません。でも，それは１つの授業
の中だけでできることではなく，カリキュラムの視点
からの工夫が必要となることです。
　授業への集中度が低いということも，だからといっ
てビデオを見せたり，パワーポイントを入れたりとい
うことで本当にいいのか，ということがあるわけで
す。集中度が低くなるところというのは，例えば教育
評価の歴史の話などをする箇所だったりするわけです
が，おそらく教育学部の３年生ぐらいであれば，それ
なりに食い付いてくれるところじゃないかと私は思っ
たりもしています。逆に，おそらく，全学共通科目と
して受講している１年生の段階では，その辺の話とい
うのは自分の中でどう位置付けていいのかが見えない
ということもあるのではないかと思うんですね。そう
いう意味で，学習の全体の流れを学生が自らのなかで
より明確にさせていくことができるような，これも，
ある種，カリキュラム的なアプローチになるのだろう
と思いますが，そういった視点が大事になってくるん
じゃないかと感じるわけです。

創発をもたらす共同体論的アプローチ

　そういう意味で，今「FD」と呼ばれている文脈の
中では，一人ひとりの先生が授業を良くしなさいとい
う部分が強調されている嫌いがありますが，授業とい
うのは，一人だけで改善できるものではなくて，さま
ざまな視点から，こういった学部なり研究科単位でい
ろいろアプローチしていく，その中で，いわゆる創発
的な動きが起こるような，そういうセッティングを考
えていったほうがいいのではないかと思います。その
創発をもたらすという意味で，最近，教育心理学の領
域では「共同体論」的なアプローチが注目されていま
すので，その辺の視点から，FDということを考えて
みたいと思います。創発的な活動というのは，あるシ
ステムの構成要素が自由な動きをしていて，それらの
間にある種の交流，相互作用が起こっていくと，それ
に基づいて，最初は予期しないような新たなプロダク
トが生まれていくというようなことですね。最近で
は，この交流を引き起こすような枠組みを，実践的共
同体，コミュニティ・オブ・プラクティスという呼び
方で概念化する動きがあります。これは，心理学，比



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 2Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 2

77

教員の教育活動の評価について

較心理学，比較文化心理学などの領域から出てきたん
ですけれども，正統的周辺参加論という考え方があり
まして，徒弟制などのコミュニティにおける参与観察
から生まれてきた考え方です。徒弟制というと我々は
スパルタ教育を連想しますけど，そういう面ではなく
て，徒弟制では，弟子という周辺的な存在から名人と
いう中心的な立場へ移動していくという成長過程を全
体的に捉えるわけです。あるコミュニティという枠組
に，まずは，周辺的な存在として参加するところから
始まって，そのコミュニティにおいて欠くべからざる
一個の成員として位置付けられるようになるというの
が，正統的に共同体に参加していくプロセスというわ
けです。そのプロセスそのものを「学び」と捉えまし
ょう，「学習」と捉えましょうという考え方が，正統
的周辺参加論というわけです。
　今，NHKの朝の連続ドラマで「ちりとてちん」と
いう落語家の話が放映されていますが，あれもまさに
徒弟制の話で，この話に非常にぴったりしているんで
すよね。名人は，そういうコミュニティの中では，も
ちろん落語を教える場面もありますけれども，体系的
に落語を教えるというよりも，まずは，生活的な部分
の指導から始まったりするわけです。そこの部分でま
ずは鍛えられていくんです。スパルタ式というのは，
技能そのものをスパルタ式で教え込むというよりも，
その周辺的な部分でまずスパルタ式にやられるという
こともあるわけです。徒弟制の特徴は，そういったコ
ミュニティのなかで，名人の背中を見て育っていくと
いう，ある意味では全人的な成長，全人格的な成長を
学びと捉えようということですね。学習というと，今
までの心理学の学習理論ですと，頭の中に知識がどう
いった具合で蓄積されていくかとか，そういった面だ
けが切り取られていたわけですけれども，それを少し
広げて，人の繋がりのなかで「学び」を捉えていこう
というアプローチの萌芽になった部分だと思います。
　そういう視点からすれば，授業というのは，ある種
のラーニング・コミュニティを形成していくと捉えた
らどうかということになります。それから，FDも，
FDコミュニティ，FD共同体というものを形成して
いく過程ととらえたらどうか，ということです。金子
郁容さんの『コミュニティ・ソリューション』という
本に出ていたものを，好んで使わせていただいていま
すが，指揮者がいないオルフェウス室内管弦楽団とい
うのがありまして，これも１つのコミュニティを形成
しているとみなすことができます。このコミュニティ
で共有できるコミュニケーションのツールとしては，

オルフェウスの場合には音楽ということがあげられま
す。共同体というのは，お互いに繋がりを保つための
何らかのツールを持っているということですね。コミ
ュニケーションのツールを共有しているということが
大切になります。それから，コミュニティのルール
も，トップダウンで与えられるんじゃなくて，オルフ
ェウスあたりの有名な管弦楽団でも，それだけで生活
ができている訳ではないという部分があるらしく，掛
け持ちしている団員もいたりするそうなんですが，35

パーセント以上の練習に参加することという，暗黙の
ルールが自然と出来上がったりするそうです。それか
ら，一人ひとりが同じことをしなきゃいけないという
よりも，お互いに認め合えるロール，役割を持って，
相互の関係性を築き上げていくという形になっていく
ことも大切です。そして，相互に編集し合い，共有し
ていける場の中で，ひとつのソーシャル・キャピタル
が生まれていく。これがゴールになっていくわけです
けれども，いわゆる演奏会などの音楽が，オルフェウ
スのソーシャル・キャピタルということになるわけで
すね。こういう構図が，コミュニティ・オブ・プラク
ティスの一つの例ではないかと思います。
　実際に私自身の経験したことでは，授業連携という
ことも大きなインパクトがありました。これも自分自
身の中だけでは起こり得なかったことなんですけれど
も，そういった交流が起こったことで，自分の中で新
たに出てきた，いわゆる創発的に出てきた気付きがあ
りました。これは，お茶の水女子大学で非常勤をやっ
ていたときのことで，私は生活科学部で統計の授業を
持っていました。統計の授業を文科系に通年でやって
いましたけど，通年でもちょっと短いという話を，東
大の友人と話したりしていまして，たまたまその彼
が，文教育学部で通年の統計の授業を持っていたこと
もあり，また，彼が統計の教科書を書いたばかりだっ
たこともあって，その教科書を，私が前半の２回，彼
が最後の１回を受け持つというふうに，２人で３学期
間を受け持つことに決めたわけです。ところが，その
彼の教科書は，東大の学生を対象にしていることもあ
って，文系の学生にはちょっと高度な統計概念が入っ
ていました。特に，統計量をベクトルで表現するとい
う部分などは，多変量解析を学ぶときには非常に有効
な考え方なんですが，文系の学生はここまでやらなく
てもいいんじゃないかという先入観が私にはあって，
そこまでは，私一人で教えていたときには授業でやっ
ていませんでした。それでも実際に彼の教科書に書か
れていたので，試しにやってみましたら，この青矢線
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の部分なんですけれども，結構高い評定値になったん
ですね。統計の授業というのは，分散とか相関とかが
出始めると，評定平均値がガタガタっと下がってきま
して，この感じが最後まで続くと，「難しいというこ
としか分からない」という感じになってくるわけです
けれども，ベクトルの話をしたときに，こうやってあ
る程度持ち直したというのはびっくりする体験でし
た。自由記述を見てみると，統計量というものとベク
トルという全然結び付きそうもなかったものが結び付
いたということに，学問的な喜びを感じたという学生
がいました。もっとも，そういった学生もいる一方
で，ベクトルと聞いただけで鳥肌が立ちますという学
生もいるということで，この辺のレベルに平均値が止
まっているわけですが，相当に手応えを感じた授業に
なりました。
　こういう内容でも授業でいけるんだという感触は，
おそらく，私一人でやっていたらなかなか気づくこと
ができなかったわけで，こうした交流の機会があって
初めて気付くことができるというか，これがまさに創
発の一つの例かなと思うわけです。授業評価や教員評
価を利用するというと，人事に使われるんじゃないか
とか，いろいろな懸念もあるので，とりあえずその先
生の授業の改善にご自分で役立ててください，という
ことから始めるところがほとんどではないかと思いま
す。そういうところでは，授業評価の結果などは，各
教員が一つの授業のなかだけで利用しているというこ
とになるのかと思いますが，ある程度共同体ができて
くれば，その間の共通言語として，例えば４段階評定
でやっていると，平均値が3.0を下回るとちょっと黄
信号だよとか，2.5を下回ると先ほど言ったような赤
信号になっているよとか，そんなようなことが共通言
語として利用できるようにもなるわけですよね。そう
なると，じゃあカリキュラムに演習を導入したらいい

んじゃないかとか，講義を通年に延長したらとか，３

学期間にしたらとか，そういった話も出てきたりする
と思います。こういう共通言語として授業アンケート
を利用できていけるということが，むしろ大事だろう
と思うんですね。
　それから，授業アンケートには，必ず自由記述があ
ります。自由記述欄にもいろいろ具体的な提案や，非
常にインパクトの強い自由記述が出てきますから，そ
ういったことを素材に教育談議なんかをしていくとい
うのか，FD共同体の共通言語に利用していけばいい
んじゃないかということです。これは実際に，私がお
茶の水女子大の心理学の授業を担当していたときに，
学生に書かれたことです。「先生の話はやはり私には
伝わりにくいようです。言葉が流れたり途切れたり，
私の理解力の乏しさもあるんだと思いますけれど，難
しいです。結局先生の伝えたいことが何なのかはよく
分かりません」。この辺でやめといてくれれば，私も
何ということはないんですけれども，「できればもう
少し整理した上で話をしてほしいのですが，先生自身
よく分かってないのではと思ってしまいます」と，本
当のことを書かれまして，この辺でまだやめといてく
れればいいんですけど，「一度自分の講義をテープに
取って聞いてみると，参考になるのではないかと思い
ます」と，こういうように書かれまして，私はショッ
クを受けまして，このとき私は，幕張のメディア教育
開発センターというところにいまして，お茶の水から
とぼとぼと帰っていきました。でもオフィスに帰って
同僚に，今日こんなこと書かれちゃった，とこぼしま
したら，その後小一時間，「いや，だいたい流暢な人
の話ほど頭の上を通り過ぎていくんだよ」とか，なぐ
さめてくれたりしました。こういう教育談議を小一時
間したりして，そこでガス抜きができたりしまして，
今ではこうやって人様にも堂々と見せられるだけの，
何と言いますか，免疫ができたといいますか，そうい
ったこともありますので，そんな繋がりの活性化のツ
ールとしての利用の仕方ですね。
　そういう意味で，FDを評価するのであれば，むし
ろ私は，個人個人の授業のノウハウが積み重ねられた
とか，授業評価の評定平均値が上がったとかいうこと
で評価すべきではないと思います。大学の授業という
のは，学習指導要領のようなものがあるわけではあり
ませんし，個々の授業の個性，その先生自身の個性が
損なわれてしまう方が，私はむしろ，大学の柔軟性が
なくなる，硬直化していく原因になってしまうんでは
ないかと危惧するわけです。ですから，そういう個性
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は個性として，全体としてある種のコミュニティの中
で，ひとつのバランスが保てて行くことの方が大切で
はないかということですね。そのためには，教員と教
員，それから事務職員も，非常に重要な働きをする必
要が出てきますが，そういった大学の構成員の共同体
がうまく形成されているかどうかという点を評価する
方が，私は余程，大学に合った創発的な源，活力にな
っていくんじゃないかと思います。FD義務条項に
「組織的に研修や研究を実施するものとする」とあり
ますが，「組織的」というのは，何も大学全体あるい
は学部全体で，トップダウンでそういうことをやると
いうんではなくて，あるいは一人でやるんではなく
て，一人ひとりの個性を保ちながら，ある種のコミュ
ニティが形成されていくということが大事，という具
合に捉えたらどうかと思っているわけです。

共同体論的視点からの評価のあり方

　では，そのような評価をしていくためには，どうい
う考え方でやっていったらいいのかということになり
ます。実は，今週の日曜日，12月２日に，龍谷大学
で大学教育学会の課題研究集会がありまして，そこで
「FDダイナミックス─ FDモデルの構築に向けて」と
いうシンポジウムがありました。そこで，この評価に
関連して２つの非常に対照的な立場からの議論があり
ました。
　１人は，授業評価では第一人者の東海大学の安岡高
志先生で，目標達成のための FDのあり方を強調され
ました。つまり，達成目標を定めること，そしてその
達成目標を定めたら PDCAサイクルを回していくこ
と。そういったことを，周知徹底することが FDだと
いうことを安岡先生は主張したわけです。それに対し
て，「FDの工学的経営学的モデル」，この PDCAサイ
クルは，「工学的経営学的モデル」と位置づけられる
のですが，それでは，FDは成功しないという考え方
を，私のところのセンター長の田中毎実先生が主張し
たわけです。つまり，目標を具体的に定めて，その目
標と現実の状態との差を縮めるように，システム論的
に言えば，ネガティブ・フィードバックによって，目
標に近づくように現状を改善していくというのが「工
学的モデル」の考え方ということになるのかと思いま
すが，教育というのは，直接ねらったものだけではな
くて，副産物的な成果も大事ですし，いわゆる「創
発」ということは，当初のねらいを超えたものが生ま
れるということもあるわけです。

　そこで，「工学的経営学的モデル」に対抗する一つ
の考え方として「羅生門的アプローチ」という考え方
を位置づけて議論が展開されたわけです。1975年に，
国際教育シンポジウムが日本で開催され，イリノイ大
学のアトキンという人が，教育のカリキュラム評価に
ついて「羅生門的アプローチ」という言葉を使ったの
が有名ですが，カリキュラムの評価というのは，カリ
キュラムの目標とされる学力が達成されるかどうかも
もちろん大事だけれども，教育というのは，それだけ
ではなくて，派生的に身に付くことが非常に大事なこ
ともあるんだということを主張したわけです。イリノ
イ大学には，東大の教育心理出身の東洋（あずま・ひ
ろし）先生という大先輩が留学していまして，その東
先生がアトキンに入れ知恵したということが
Wikipediaに紹介されていましたけど，その真偽はよ
くわかりませんが，その原典は，言うまでもなく，黒
沢明の『羅生門』という映画です。『羅生門』という
のは，三船敏郎，京マチ子，志村喬，森雅之という私
の世代でも懐かしい人たちが演じた国際的に有名な映
画です。原作は，芥川龍之介ですが，『羅生門』とい
うよりも，むしろ『薮の中』という小説でありまし
て，京マチコ演ずる妻の旦那を三船敏郎演じる強盗が
殺したという事件に関して，殺された本人の霊が降り
てきて，その本人の視点から事件を語ったり，京マチ
コの妻の視点から，三船敏郎の強盗の視点から，それ
ぞれの見えを語り合うのですが，それぞれの見え方が
全然違って，何が本当なのか分からないという話で
す。薮の中という言葉は，その芥川龍之介の『薮の
中』が元になっているらしいのですが，一部，『羅生
門』からも取り入れられているらしく，映画の題名は
『羅生門』になっているわけです。そういう，いろい
ろな視点から評価していくことに意味があるんだとい
うのが，羅生門的アプローチです。
　「鑑識眼的評価」という言葉もしばしば使われるの
ですが，例えば，ニセものと本物の絵を見極めるとい
うのは，おそらくデジタル的に細かく区切って比べて
みても，ほとんど差が出てこないんじゃないかなと思
うんですが，しかし，鑑識の専門家は，これがニセも
のでこれが本物だっていうのを判定できるということ
があります。要は，口でこうだからと表現できなかっ
たとしても，プロの長年の経験で，全体的な感覚から
判定できるということがあるわけですよね。そういう
鑑識眼的な評価の方が，むしろ大学の教育などの領域
でも大事であって，一般的な教育手法を伝達する研修
会とか講演会ではなくて，そういう鑑識眼が生きるそ
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れぞれの専門領域の中でお互いに感じたことをぶつけ
合う相互研修をしていくことが大事というのが，田中
先生の主張であったわけです。
　それに対して，安岡先生は，目標を明確にできて，
それに基づいて PDCAを回せる大学こそ伸びるんだ，
ということを主張されていました。そもそも，目標を
大事にするというのは，1998年の大学答申「競争的
環境の中で個性輝く大学」の中で強調されて，2000

年度から開始された大学評価の枠組みのなかで取り上
げられたことでもあります。個性を伸ばすということ
から，大学評価というのは，目的・目標がどうである
かということは評価しないで，各大学に独自の目的・
目標を明示してもらって，それが達成されているかど
うかを確認していくことにしたわけです。そうするこ
とで個性が担保されるという評価の枠組みを作ったわ
けですが，その当初，どの大学もなかなかできていな
かったのは，目的・目標を明確に定めるということ
と，それを，学内の教員や事務職員，学生に周知，ま
た，学外に公表するということです。これが，簡単に
できそうでなかなかできていない部分です。目的・目
標の共有という部分は，１つの大きな課題でした。そ
もそも，目的・目標を明確化することがほとんどされ
ていなかったんですね。我々もこのときは，口を酸っ
ぱくして，目的・目標を定めて PDCAサイクルを回
すんだということを言いました。私自身は，この時の
その強調が行き過ぎてしまったかなと，PDCAサイク
ルなどという言葉が最近これ程いろいろなところで使
われ出しますと，反省したりもしているところです。
　それと，根拠データによる分析と総合という枠組み
で，大学評価を進めていったわけですけれども，その
評価の枠組と同じラインにあるのがニュー・パブリッ
ク・マネジメントということが言えるかと思います。
これも言ってみれば「工学的経営学的」なモデルの一
つですけれども，この評価方法でグーンと伸びたと言
われているのが三重県なんですね。あのときの三重県
の知事で，今早稲田の教授である北川先生が導入した
方法がこれですね。これは，全体の活動をその流れに
即して，インプット，プロセス，アウトプット，アウ
トカムといったように分類して，それぞれの段階であ
る目標を掲げていきます。先行する段階は，もちろ
ん，後行する段階の目標に繋がっていく必要がありま
すが，このような図式化がなされていれば，うまくい
かなかったとすれば，どの段階のどの部分がうまくい
っていないのかが浮き彫りにされますし，また逆に，
一つひとつの目標を達成していくことで，より上位の

目標の達成を得ていくことができるということになり
ます。例えば，インプットのところでは，人材，予算
などの確保に関することで，「教育主担当教員を配置
する」とか，「TAを配置する」といったことが挙げら
れていますが，そうすると，教育のプロセスの部分
で，「少人数教育が拡充」していくといったことがも
たらされるといった次第です。それが，教育のアウト
プットとして，「基礎力と実践的な応用力」が育成さ
れ，さらに，教育のアウトカムとして，社会に有為な
人材の育成といった流れが図式的に構成されることに
なります。このような図式をロジックモデルと呼んだ
りしています。
　大学評価の場合には，目的や目標をまず定めなさい
ということになりますが，そのような全体的目標は，
こういった階層構造の上位に位置づけられることにな
ります。では，こういった目標をどのように定めたら
いいかということになりますが，私が「行き過ぎ」と
最近感じていると言うことの理由は，まさにこの点に
あるように思います。つまり，PDCAサイクルを回す
ためには，具体的な目標を立てなければならない，そ
して，評価のためには，できるだけ数値目標を立てな
ければならないといった風潮が闇雲に強くなってきて
しまっているということです。
　最近は，独立行政法人のいくつかが廃止されると話
題になっていますけれども，私が前に在籍していたメ
ディア教育開発センターというのも，文科省の中で廃
止の候補にあげられているんですね。あれを廃止して
しまうのはちょっともったいないかなと，OBとして
は心配するんですけれども。大学評価・学位授与機構
もいろいろ言われていると噂を聞きます。民間がやっ
ているのを何で独立行政法人がやっているんだ，と言
われているらしいです。そもそも評価研究部なんてい
うのが必要なのかと言われているらしくて，私にはそ
ういうセンスは分からないんですけれども，独立行政
法人には今そういうプレッシャーがきているみたいで
すね。そういう独立行政法人にいたときに，総務省か
らは数値目標を定めろと言われたんですが，確かに，
数値目標を定めるというのは，切るときには便利です
よね。この数値に達しなかったから切ります，という
ことは言いやすいですからね。それはいいんですけれ
ども，でも，やる側は，数値目標を目指して本当にや
る気が起こるんだろうか，ということを私は常々感じ
ていました。まさにそれは，ちょっと行き過ぎじゃな
いかと。
　その点で，私が好んで例に利用させていただいてい
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るのが，イチローの例です。イチローは，262本の安
打世界記録を達成したときの正月に，たまたま見てい
たのですが，NHKのインタビューでこう言っていま
した。そのときイチローは，アナウンサーに次の目標
は何ですかと聞かれて，「私は野球がもっとうまくな
りたい」と言ったんですね。アナウンサーの方は数値
目標を期待していたと思うんですよ。262本をまた更
新するとか，４割とか。そういったことが出てくるか
と思ったら，数値は下がるかもしれないって言ってい
ましたね，そのとき。「だけど私は野球がうまくなり
たいんだ」，と。やっぱり抽象的な目標なんです。イ
チローのレベルにいくと，数値で表現できるようなも
のじゃないんだろうと思うんですよね。高水準ほど定
量的に表現しにくいということは，私はあるんじゃな
いかと思いますし，やっぱりイチローなりに野球がう
まくなりたいっていうことが達成できないと，いくら
その数値が達成されたとしても，彼の中では満足感が
出てこないということもあるんだろうと思うんです
ね。
　だから京大も，世界のトップ水準を目指すんだか
ら，数値目標なんかいらないよ，と私は大学内で言っ
ていたりしていたんですけど，ところがイチローに
も，数値目標があることが翌年分かりました。スラン
プがあって翌年は苦しんだんですよね。そのときに，
これも正月にたまたまテレビをつけていたら，イチロ
ーのインタビューが始まったので見ていたら，彼にも
ミニマムリクワイアメントの目標があって，これが数
値なんです。３割，200安打，30盗塁，オールスター
選出というのがイチローの最低目標で，この最低目標
を達成できないかもしれない時期があったときに，非
常につらかったわけですよね，彼は。だから，こうい
ったような部分，つまり数値的に表現するということ
も，確かに非常に有効だろうと思います。さっき，数
値が切る評価に適していると言いましたけれど，おそ
らく，イチローが３割，200安打というのを達成でき
ないということがあったとしたら，それは彼が大リー
グをやめるときかなぁと思ったりもしますね。
　いずれにしても，そういう目標を立てたときに，そ
の目標を達成できたかどうかという評価基準を作って
いく必要があります。これは，ニュー・パブリック・
マネジメントの中では，LEAD法，ログフレーム・エ
バリュエーション・アプリケーション・デザインとい
うのがあって，先ほど触れましたようなロジックモデ
ルがあったときに，それぞれの目標を達成できたかど
うかに関する指標を対応づけていきます。指標という

のは，必ずしも数値でなくても構いません。イチロ
ー・メタファーで言えば，「元気が出る」評価という
のは，数値でなくて，質的評価，つまり数値でない形
で表される評価だったりするわけです。「元気が出る」
というのは，改善につながる評価ということなんです
けれども，やはり改善というのは，それぞれの活動に
は独自の文脈や背景がありますから，その個々の文脈
がどういうものであるかを事例記述的に表現していく
ということを避けて通れないということがあるわけで
す。つまり，あの投手のあの球をこう振ったら，とい
う固有名詞がこういうところに出てくるわけです。そ
して，その結果がヒットであったかどうかというより
も，そのときのインパクトの感触とか，打球がイメー
ジ通りにセンター方向に飛んだとか，そういう一つひ
とつの繋がりが大切であって，それぞれの固有名詞を
捨象した形の全体的な評価指標であるとか，ヒットで
あったのかセンターラーナーであったのかといった結
果だけの指標であるとかは，なかなか，具体的にスラ
ンプを脱するときの調整につながるわけではありませ
ん。改善していくためには，質的に，言葉やストーリ
ーで表すような事例記述的な表現の方が向いていると
いうことですね。だけれども，イチローの場合も，社
会を納得させるアカウンタビリティを果たすという意
味では，統計的な数値が非常に説得力を持つというこ
ともあります。今年も200本安打を達成して，大リー
グに行ってから７年連続200本以上の安打を達成した
なんていうのは，その数値が，イチローそのものの何
を表しているのかというのは微妙ですけれども，社会
を納得させるアカウンタビリティを果たす意味では非
常に有効に働くことだと思います。ということで，質
的な評価，それから量的な評価は，やはりそれぞれの
目的によって適材適所があるということで，それを適
切に使い分けるということが肝要ということになるか
と思います。
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　イチローは，ただの野球選手ではないと唸るような
名文句を言う人ですね。昨日インターネットで調べて
いて見つけたので，感心して思わず張り付けてきたん
ですが，これは安易な教員人事評価への警鐘かなと思
って。「ぼくが数字で満足することはあり得ません。
なぜなら，数字が内容を反映しているとは限らないか
らです。目標を設定してそこに到達すれば，そこで満
足してしまって先へ進む努力をしなくなるでしょう。
毎打席何かしら学ぶべきこと，改良すべきことがあり
ます。満足は求めることの中にあるんです。」という
言葉，いいじゃないですか。もう本当に感心しちゃい
ました。
　評価というのは，そういう意味で，いろいろな目的
をもって行われるということを意識しておくことはと
ても大切であると思います。形成的評価，総括的評価
というような分け方は，一般にはあまり見られません
けれども，教育評価の中では非常に重要な分類になっ
ています。形成的評価というのは，改善していくため
の評価です。それから，質的な評価と量的な評価。こ
れは数値で表すか文書で表すかの違いです。絶対評
価，相対評価という分類については，説明する必要は
ないかと思います。それから，評価のレベルとして，
０次，１次，２次などという分け方もあります。０次
というのは，評価ということを取り立てて言わなくて
も，我々は常にやろうと思っていることと現実とのず
れを計算して調整しながら行動をしているわけです
ね。内部観測とも言われることがあるようですが，そ
ういう日常的に行われている評価，非体系的な評価が
０次のレベルと位置づけられます。それから，学校の
教室などで先生が生徒に対して行っている，半体系的
な評価を１次のレベル。それから，大学入試とか，大
学評価みたいに社会的にシステマティックに行われる
のは２次のレベル，というような分け方もあるわけで
すね。評価というのは，体系的に客観的でなければい
けないという言い方をしますけど，私はむしろ，２次
的な，つまり大学評価みたいな体系的な評価をいかに
０次のレベルにもっていけるかが鍵だと思っていま
す。そういった言い方はどうもなかなか通じないみた
いですが。
　このようにいろいろな評価がある中で，大学評価
は，改善と説明責任の両立が困難だということが言わ
れています。本来的な機能は品質の維持向上，改善で
すよね。この改善と付帯的な機能，つまりアカウンタ
ビリティの二重の機能を持つというのは，評価のシス
テムからして実現困難なことだというんです。オラン

ダで評価を担当している研究者フローインスティン
は，「Improvement and Accountabil i ty」，副題が
「Navigating between Scylla and Charybdis」という本を
書いていますが，この副題は，シーラという八岐の大
蛇のような怪獣とカリブディスと呼ばれる大渦巻の間
を航海するようなもので，前門の虎，後門の狼とでも
言いますか，実現することすら難しいくらいのことだ
と言っています。それは，改善のための評価というの
は，先ほど見ましたように，形成的評価や改善志向の
評価で，質的に表す方が合っているということを申し
ましたが，アカウンタビリティというのは総括的評
価，判断志向評価みたいなもので，こういったもの
は，量的に表すほうが望まれるというように，評価結
果の表し方一つとっても違うわけでして，それを両立
していくのは非常に大変なことです。また，改善とい
うことで，PDCAサイクルを回していくことが大事と
いうような言い方をするのであれば，plan，do，
check，actですから，この最後の actのところで plan

も変えていく必要があるだろうと思います。つまり，
「目標」というのは，随時修正されていくべきもので
あるのに，６年も変更できない中期目標に固執しなけ
ればならない法人評価の枠組みは妥当と言えるのか，
というのが私の率直な疑問です。中期目標を変えられ
ないということであれば，「中期目標を随時変更する」
という中期目標を最初に立てておく必要があるんじゃ
ないかと思ったりするわけです。
　それから，今の大学評価の枠組では，全学的に評価
をすることになっていますが，そのために，部局をは
じめ，大学を構成する要素のそれぞれの状況を記述さ
せるところから始めることになっていますが，部分の
状況を合成すれば全体になるような要素還元的な評価
で，大学全体の状況を表現できるのでしょうか。評価
に基づいた効率的，効果的な資源配分というのは，そ
ういった形で，全学の評価結果を数値的に表すことが
避けて通れませんけれども，そんなことが日本全体の
枠組みの中で可能なんでしょうか。もちろん，スポー
ツのように，ある価値基準を共有できるコミュニティ
が形成されているのであれば，そのような数値的な表
現も可能かもしれません。スポーツでは，１点でも多
ければ，１秒でも速ければ賞金が高くなりますし，そ
のことで活気のある世界が動いていっていますが，大
学の領域で，そのような全体的な枠組みで評価するこ
とが本当に可能なのか，言い換えれば，資源配分に結
び付けるなどということはいったい何をやっているこ
とになっているのか，私には疑問が次から次へと出て
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きます。
　そもそも，大学とか学生というのは，ある枠組のな
かで単に目標を定めてそこに到達するというだけでは
なくて，その枠を飛び出るような，創造性といったも
のも非常に重要だろうということです。枠組を飛び出
すことが大事ということは，枠組のなかで定められて
いるルールや目標を乗り越えていく必要が出てきま
す。工学的経営学的モデルは，一定の目標を目指す場
合には，もちろん有効な部分がたくさんあるわけです
けれど，これにいつも頼っていると，例えば，学生
を，教育サービスを選択し購入する消費者あるいは顧
客とみなすような風潮が現に見られるようになってい
るのですが，そうみなす限り，面白いビデオを見せ続
けなければいかんという話になりかねません。そうす
ると，シラバスも，授業という商品の説明書あるいは
契約書といったアナロジーが出てくるわけですが，そ
れで本当にいいのかどうかということですよね。それ
よりも，やはり，教育の相互的，創発的な性格を大事
にして，学生が能動的な創造者として教育に参加でき
るような，創発性をむしろ前面に押し出すようなシス
テムを導入しなければいけないと思うわけです。目標
評価システムが相互性，創発性を妨げないようにする
には，目標や計画というのはある程度の抽象性を持っ
ていていいだろうと思いますし，状況に応じて柔軟に
変更可能であることの方が大事だろうし，評価という
のは，鑑識眼的，全体的，先見的という特徴をもつこ
とがむしろ望まれていくのではないでしょうか。
　PDCAを回していくというプレッシャーもある中
で，日本独特の評価文化ということなんでしょうか，
評価をすると，正確にとか，詳細にとか，全体を，と
かいう話になってきて，根拠データを求められると，
それを収集する作業も非常に大変になります。しか
し，評価というのは，完璧である必要はありません
し，ある部分を示すことを通して，効率的に示すとい
うことも可能です。オーストラリアの評価機関の人が
言っていたことですが，根拠データは，サンプリン
グ，トラッキング，トライアンギュレーションの３つ
のポイントでいいということです。サンプリングされ
たものを，追跡する，トラッキングしていくというの
で十分な場合が多いということ，ただ，先ほどの羅生
門的アプローチにも通ずるところですけど，トライア
ンギュレーションといって，一つのことをいろんな視
点から見ていくことで信頼性を増すという形で，効率
的な収集を考えていく方がいいのではないかというこ
とですね。

　教育評価の専門家で，板倉聖宣さんという人が，
「一番大切なことは評価してはならない」と言ってい
ますけど，だいたい，人間が人間を評価するというこ
とが本当にできるのかということですよね。一番大切
なことというのは，本当は評価できないんじゃない
か。入試でも最近は，人間性を見るから面接を入れる
といったことがよく出てきていますけれども，本当に
そこまで評価することが妥当なのか。むしろ，いわゆ
る学力の面だけで評価しますよと言ってしまった方が
よくて，人間性を評価して落ちた学生は，人間性がな
いということになって立つ瀬がないということになっ
てしまうので，かえってまずいんじゃないかというこ
とです。逆説的ですけど，全体を網羅的かつ正確に評
価することが本当にいいことなんだろうか，というこ
とです。物理の世界には不確定性原理というのがあり
ますけれども，正確に厳密に観測しようとすればする
ほど，その対象物にエネルギーを当てる必要がありま
すからそれが動いてしまって，正確な観測ができなく
なる，という不確定性原理が，人間にも当てはまるん
じゃないかなと思います。効率的な評価を共有してい
くということも，その１つだろうと思います。それか
ら，大学の場合，ある程度データ収集の部分で，大学
の教員に負担がきていますので，欧米ではインスティ
テューショナル・リサーチャーという言葉が出てきて
いますけど，新たな専門職を担当するようなポジショ
ンの人材を養成することが，むしろ必要なのではない
かと思ったりしています。
　教員評価に関する話を聞いた中で，例えば中部大学
では，教員の表彰のために教員評価を行っているそう
ですが，そのときに１つだけ私がなるほどなと感心し
たのは，教員評価の方式を決めるときに，全学的に，
いわゆる相互交流の場ができあがったということで
す。そういったことに評価を利用できれば，非常に意
味があると思いますね。これはトップダウンで，ある
意味，上から仕掛けないとできないということはある
んですけど，また，「コミュニティ」という言葉を出
しますと護送船団方式という批判も出てきたりするの
ですが，「コミュニティ」というのは自発的に生成さ
れるべきもので，そういった中で，一人の中に閉じこ
もるのではなくて，相互交流することで得られる創発
性といったものを育てていける場というのが，大学の
特徴になっていくんだろうと思います。
　そんなことで，ある種のコミュニティの中で価値が
ある程度共有できる範囲では，数量的にやっていけ
ば，スポーツの世界でどんどん記録が伸びるように，
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そういう量的評価も有効だということもあるでしょ
う。また，共同体の中に自分がいるということを自己
妥当化する必要があるような場合には，そのコミュニ
ティの中で価値を求めるストーリーを共有していくこ
とも大事になるだろうと思います。それは，コミュニ
ティの外からでは感じられない，中にいる人間にしか
見えない見方ということで構わないということがあっ
て，ある意味で，偏った見方でも，主観的な見方であ
っても，それが共有できれば，かえって改善へのエネ
ルギーになったりすることもあるわけです。
　一方で，コミュニティの外に対しては，アカウンタ
ビリティを果たす際には，量的な指標が有効というこ
ともありますし，しかし，コミュニティ外にいる人を

コミュニティに誘うような場合には，外の人には数字
は数字でしかなかったりしますので，いかにコミュニ
ティでの実践が面白いか，楽しいかといったストーリ
ー的な情報を伝えることが有効に働くということもあ
ります。一人で頑張るのではなく，コミュニティの形
成の視点から，質的評価や量的評価のバランスをとっ
ていくと，自分たちが少なくとも疲れずに済むのでは
ないか，そんなコミュニティ形成を，それぞれの大学
で目指していくことが肝要ではないか，そんなことを
最近感じながら，FDとか大学評価に接してきている
ところであります。
　ご清聴ありがとうございました。

　司会：大変勉強になるお話をどうもありがとうござ
いました。評価絡みですと，例えば FDをやっていま
すとか，授業評価，アンケートをやっていますとか，
どうしてもそういう形になってしまうわけですが，
FDも，講演会形式でやっていればいいのかというと，
これも最初のうちはいいんですけれども，だんだんネ
タ切れになってしまうということもあるし，先生がお
っしゃられた共同体創発システムというのは，非常に
重要なところだと思います。問題は，例えば，授業評
価が良かったというのは人に言いやすいんですけれど
も，駄目だったんだよ，というのはなかなか言いにく
いところがあるので，そういうことが気軽に言えるよ
うな環境が必要だと思います。
　個人的には，法人評価を担当していますので，そう
いう意味でも興味深く聞かせていただきました。お話
の中にもありましたように，現行の評価は PDCAサ
イクルで動いています。法人評価は来年度ですし，そ
れに関連して教員の個人評価という話も出ているわけ
ですが，そういったときに，今日のお話にありました
ような望ましい評価というのを，なるべく取り入れら
れるようにしたいとは思いますが，現実にはなかなか
そこら辺が難しいなぁというふうに感じました。
　いろいろな論点があったと思いますので，ぜひ質問
やご意見をいただければと思います。いかがでしょう
か。
　Ｑ：じゃあ一番最初に。どうも貴重な話をありがと
うございました。大学としては，教員の個人評価をし
ろということは決められているわけですけれども，そ
れについていろいろと勉強になりました。ところで，
先生が先ほど言われた先見的評価というのは，ちょっ

と私よく分かりませんで，直観的というふうに理解し
てしまうと，どういうものなのか焦点が明らかになら
ないところがありますので，説明していただきたいん
ですが。定性的な評価ということなんでしょうか。
　Ａ：いや，私もあまり意識していなかったところで
して，そういう言葉を使ったのかなぁと今思い返して
いるところです。特に教育の場面では，評価は，英語
ではエバリュエーション evaluationという言葉がよく
使われますけれども，そのエバリュエーションという
のは，１つの教育活動あるいは学習活動がどういう状
態であったかをフィードバックする役割を果たすわけ
ですね。すでにやった活動がどうであったかというフ
ィードバック情報を戻す役割を，エバリュエーション
というのは果たしてきたという，そういう位置づけに
されているわけです。最近は，先ほどの PDCAで言
えばアクションの部分で，これからやることに対して
どう価値判断をしていけばいいのか，ということが強
調され始めています。実は私自身もよく区別はしてい
ませんけれども，エバリュエーションに対してアセス
メント assessmentという言葉が最近よく使われるよう
になっています。これはいろいろな定義をする人がい
て，アセスメントの方がむしろ測定的だという言い方
をする人もあるんですけれども，最近は，オーセンテ
ィック・アセスメント authentic assessmentという言葉
も出てきています。オーセンティックというのは，本
当のといいますか，真正のという意味なんですけれど
も，自分自身の教育活動の中で次の活動に有用な情報
を提供する，そういったアセスメント，評価のこと
を，オーセンティック・アセスメントと言います。教
育活動の中に埋め込まれている評価という言い方がよ



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 2Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 2

85

教員の教育活動の評価について

くされます。評価ということで，例えば，テストをや
ったとしますと，これは評価ですよということが浮き
上がってしまいますが，そういったことではなくて，
普段の授業のなかで先生に注意されたとすると，それ
は評価されていると意識することなく，自分の活動の
結果を知ってその改善に繋げたりすることができると
思うんですけれども，そういうような教育活動自体に
含まれているような評価ですね。その場合，最近は，
評価の機能は，フィードバックに対してむしろフィー
ドフォーワードだという言い方をする人もいます。そ
ういったように，先がどうなるかということも踏まえ
た形での評価といいますか，そんなニュアンスが最近
の評価の考え方の中には出てきているということで，
そんな言葉を使ったのかもしれません。
　Ｑ：どうもありがとうございました。非常に楽しく
聞かせていただいて，それから，ある意味で自信も与
えられました。私も授業のたびに，今日は駄目だった
なぁとかいうことを非常に思わせられますので，先生
でさえ浮き沈みがあったと聞いて，とてもうれしいと
いうか，楽しく聞かせていただきました。本当にも
う，すべてまさにそのとおりだなということは，私自
身も授業で経験しているところです。１つだけ，最後
の中部大学のプラス評価の分でというところについて
ですが，文学研究科でも，教員評価ということが教授
会であがっていまして，私自身としては，プラス評価
であってもやっぱり嫌なんですよね。たとえプラスに
評価されようが，あるいは評価されまいが，自分自身
で毎回ゼロ評価をやっているので，そこでうまくいけ
ばうれしいし，ちょっとの満足感というのが自分を支
えているなぁっていうところがあります。プラス評価
でも，結局私自身にとってはマイナスに，つまり意欲
をそぐ面があって，じゃあ本当に意欲をかきたてるの
は何なのかなと思います。しかし，やっぱり評価をし
ていかなきゃいけない，とにかく何らかの形で評価を
して，いい方向に向かわせないといけないんだなとは
思うんですけど，プラス評価でもマイナスに働かない
ような工夫というのが何かありましたら，お教えいた
だきたいんですが。
　Ａ：いや，それはなかなか……。中部大学が教育大
賞というのを設けて，表彰制度を導入していますが，
教育大賞になったらボーナス的に30万円ぐらいの研
究費がつきます。それからそのほか，30人ぐらいの
先生には10万円ぐらい研究費がつくという形の表彰
制度だと思うんですけどね。そういう意味で，プラス
の部分が表彰されていますけれども，その中部大学自

身がこれからどうなっていくのかっていうのは，ちょ
っと見ものだなと私は思っています。つまり，上にく
る人はだいたい固まってくるんですよね。また今年も
同じメンバーだというか，数人の入れ代わりしかなか
ったり，教育大賞になった人も知っていますけど，そ
のときに本が出たりなんかということがあると，それ
に結び付いたりということもありまして，そういった
ものが毎年繰り返されていくと，やはり，ああ，自分
じゃ駄目だとか，逆にもらってもありがたみがなくな
っていったり，結局ネガティブな部分がたまっていく
だけになるんじゃないかなっていうことを，ちょっと
感じたりはしています。
　ただ，もし教員評価をやるとするのであれば，研究
費のレベルでは，競争的な資金ということで，科研か
ら始まって COEもありますけれども，そういう形で
あればまああり得るかなと思いますよね。教員のアプ
ライしたものに対して評価をするというような仕組み
は，いいんじゃないかなと思います。それはやはり，
自分がやりたいことに対して，これは学内でも今総長
裁量経費だとか，そういった形で自由に利用できるお
金も用意されているところが増えてきていますので，
そういうときにやはり相互交渉，交流の場ができます
よね。今我々が配分されている給料を再配分するなん
ていうことで評価が導入されたら，ちょっとおかしく
なっていくんだろうと思うんですが，少なくともそれ
以外の部分で，何らかの形で再配分するといったよう
な評価の仕方が入ってくるというのは，あり得るだろ
うと思います。
　やはり日本は，日本の固有の文化を積み重ねてきて
いるわけで，アメリカの場合などでは，それこそ大学
の教員は，学部長なり研究科長などとのいわゆる年俸
制の交渉の場があったりするわけですよね。そういう
ところで自分の主張をしていったりということもでき
ますから，またそういう交流をしていることで，学部
の中で新たなものが生まれていったりということもあ
るんでしょうね。そういう文化があるのであれば，ま
た話が違ってくる部分もあるかと思いますけれども，
そういったことがない日本において，いきなりそうい
ったものを入れるというのはどうかと思うし，それこ
そ，授業評価だなんだ，業績の本数だとか，担当して
いる委員会の数だとかいうことを数値化して，方程式
にぶち込んで比例配分するような式が出てくるとも思
えないですしね。単科大学などでは，先生方で共有で
きるような式ができるということもあるのかもしれま
せんけれども，一般的には，それはちょっと不可能で
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はないかと私は思っているんですよね。だから，そう
いうのとは別に，こちらからアプライしたものに対し
て，何らかの評価があって取り合うという形での評価
のあり方はあり得るのかなと思うんです。その意味で
言えば，国立大学の場合，概算要求のシステムという
のは，既に文科省と大学との間で，そういう交渉をし
ながらつけるつけないとやってきたわけですから，そ
れでいいんじゃないかと私は思うんですけどね。だか
ら，むしろ，文科省がそういう交渉をしながら予算配
分をしていく自信をなくしてきたってことではないか
なと，私は逆に解釈しています。
　でもやっぱりやっていかなきゃいけないんですか
ね，その教員評価を。京都大学は，中期目標には書い
てありますけれども，幸いにして，部局ごとに教授だ
けを対象に業績リストぐらいを公表していこうという
程度で済みそうなので，まだ切実ではないんですけれ
どもね。なんかそんなことがまともに動いたら，大議
論になるというか，結果がいい方向にいきそうもない
ような気がするんですけど，どうなんでしょう。それ
こそ，いいアイデアがあったらぜひ教えてもらいたい
と，こちらも思うところですね。
　Ｑ：どうも今日は久しぶりにいい授業を聞かせてい
ただいたという感じで，こういうことも本当にいろん
な刺激になると思いますが，先生ほど精密な，授業ご
とのデータ的なアンケートっていうことじゃなくて，
私も，久しぶりに出席をとらなきゃいけないっていう
こともあって，毎回ただ出席を取るだけじゃなんなの
で，一人ひとり自由に書いてもらうというアンケート
を兼ねてやってもらったんですね。私自身は，自分で
はもうしょうもない授業をやったなぁと思って落ち込
んでいたら，学生のアンケートにいろいろ勉強になっ
たとか書いてあって，かえって励まされたようなこと
もありました。全員書いてくれるっていうわけじゃな
いんですけれども，こういうコミュニケーションを取
ることを，ある程度習慣にしてみると，結構波動があ
って，それで，おのずから一方通行だけじゃない一種
のコミュニケーションがあるような感じがあって，今
日お話を伺って，もう少しそれを展開していくとどう
なるだろうということを，いろいろ考えさせられまし
た。
　今日先生から伺った話で，やっぱり創発という問題
と，最後に，要はこういう共同体という大きな課題と
いうか，ある意味ではそういう共同体を作り出すこと
が我々の希望なんだろうなぁというふうに強く感じま
した。しかし，こうした教員同士の共同体が，実は一

番難しいんじゃないでしょうか。学生と我々の場合に
は，そういう日常的な，ある程度の積み重ねの中でお
のずからできているところがあるんですけれども，別
の研究室の教員同士の共同体を作り上げていくという
のが，一番大きな大変な目標になってくるんじゃない
かということを感じています。いろいろな形での，自
然な形で一緒に演習をやろうよとか，さまざまな形で
結果としてはあるんですが，もちろん随時個人的な関
係では成り立つんですけれども，やっぱり組織的にと
いうのは，本当に困難になるだろうと思います。その
あたり，先生に，ぜひそういう共同体作りのアイデア
というか，ヒントみたいなものを聞かしていただけた
らありがたいなと思うんです。
　Ａ：確かに，それもなかなか難しいことだと思うん
ですよね。FDの講演会なんかに行きますと，先ほど
出席率とか，そんなことが指標になるといったことも
出ていましたけれども，よく話題になるのは，本当に
参加してもらいたい先生はこの場に来ていないんだと
いうことで，そういう先生はどうしたらいいんでしょ
う，ということがよく言われるんですよね。これはも
う，大学の先生なんですからしょうがないですよね。
コミュニティというのは，研究科で１つのコミュニテ
ィになっていけば，ある意味で理想形かもしれないけ
れども，やっぱり我々大学の教員なわけですから，教
育をどうにかしようという議論をするような仲間が集
まって，それをやっていると楽しいとか，それが非常
に有効に働くとか，自分たちに充実感が出てくると
か，そんなことを自分たちで楽しんでやっていけるっ
ていうようなつながりが出てくることが，まずすごく
大事だと思います。そこで充実した感じの授業が展開
されているなぁというのが外からも感じられるように
なると，周りからもまた入ってくるという感じで広が
っていくのが理想かなと思いますね。ただ，それを待
っていたら，いつになるか分からないということもあ
りますよね。
　日本の場合には，我々教員が，教育のこと，ハウツ
ーのことを覚えなきゃいけないというと，厄介ごとと
いう感じでとらえてしまいますけれども，昨年中国に
行ったら，もっと教員に対する研修機会を大学は増や
してほしいと，若手の助教授が言っていました。よく
聞いてみたら，彼らはやっぱり，研究の研修機会を増
やしてほしいっていう意味で言っていたことが分かっ
たんですけれども，要するに FDは，ファカルティ，
教授団が，全体の資質を向上していくということです
から，別に教育のノウハウ，ハウツーが上昇するとい
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うことだけに限る必要はないんですよね。研究と教育
は密接に関係しているわけですし，そもそも FDとい
う言葉が出てきたのは，ハーバード大学の「サバティ
カル」が最初だと言いますからね。これは19世紀だ
ったかな。そのサバティカルが最初ですから，先ほど
文科省の FD定義がありましたけど，あれは戦略的に
位置づけられていると私は捉えているんですよね。日
本の場合には，大学の教育というのが非常に問題があ
って，それを活性化させるために逆に FDを定義した
というように，私は位置づけています。
　しかし，私自身は，教育の充実のためには，それに
見合った研究の充実もなければいけないと考えている
わけです。その辺はいろいろな考え方がありまして，
FDを広くとらえ過ぎると，何がなんだかわかんなく
なってくるので，教育に限った方がいい，という意見
もよく聞くことです。でも，私はむしろ，FDはこれ
だけ大学の教員に敬遠されているわけだから，その戦
略的定義が成功しなかったということがあるんじゃな
いかと思うんですよね。だから，例えば京都大学で
も，教育学研究科の研究科長の部屋で20人ぐらいの
教員と大学院生が集まって，教育について語り合うん
じゃなくて，話題提供者の研究を素材に談話会をやっ
ていたのですが，そこに私も呼ばれて，大学評価の研
究的な話をしたわけですけれども，そういうときのや
りとりというのは，研究的な話でも，門外からの質問
などが来たり，違った視点のコメントなどが来ますの
で，すごく教育に生きてくるんですよね。私たちは自
分の授業を公開して，その授業についてディスカッシ
ョンする公開授業というのもやっていますけれども，
公開授業でいろいろコメントをもらうと，それはそう
なんだけどなぁっていう意見がたくさん出てくるので
すが，それはやりたくてもやれないから困ってるんだ
という感じで，それで閉じてしまうということもない
わけではないのですが，そのような研究的なディスカ
ッションの中から，こういうことをみんなに投げかけ
てみたら面白そうだといったヒントが得られたり，ま
た，こういう研究的な話題だと，みんな乗ってきやす
いということもあったりして，そういうところでコミ
ュニティみたいなものができあがってくるというので
もいいんじゃないかと思います。
　それから，最近はｅラーニングで，いわゆる補習教
育といいますか，リメディアル教育みたいなものを提
供していくニーズがいろいろな大学で出てきていま
す。文学部はそのようなニーズがどれだけあるか分か
りませんし，名古屋ではそれほどそういう問題はない

のかもしれませんが。いずれにしましても，ｅラーニ
ングなどの教材を作ってそれを開放するというような
余裕は，そのままでは我々教員にはないだろうと思い
ます。少なくとも，一人でそれをやれと言っても無理
な部分が多いと思います。しかし，例えば，プロジェ
クトチームを作って，予算やテクニカルな部分のマン
パワーを準備したりして，そういう具体的な共同作業
が課せられますと，そこに加わった研究科のスタッフ
間でまたネットワークができあがったりということも
あると思います。そういう何らかの仕掛けが必要だと
私は思います。何も，教授法とか，授業の内容や方法
っていう，特に方法論的なハウツーだけに限った FD

に絞る必要はないんじゃないかと，私自身は思ってい
ます。そういった一般論が，個々の具体的実践に通じ
るかどうかは難しいと思いますが，逆に，そんな仕掛
けからネットワークができてくると，自然に教育談議
も出てきますし……。そもそもハウツーと言いますけ
ど，大学の場合には学習指導要領があるわけではあり
ませんし，一人ひとりの先生が，特に文学部なんかそ
うだと思うんですけど，教える内容というのはまった
く違っていると思うんですよね。ですから，ある授業
のハウツーが，ほかの授業のハウツーとして生きると
はまったく限らないわけですよね。ハウツーというの
は，そういうようなローカルな話し合いの場の中で，
一人ひとりの先生が自ら見つけていかなきゃいけない
ところがあるわけですよね。だから，ハウツーを伝達
するというのではなくて，ハウツーを自ら生み出す力
をつけるというのが，まさに FDの場だと思うんです。
そのために，じゃあどういう場が必要なのか。あると
きは研究の交換であったっていいと思いますし，教材
を一緒につくるというプロジェクトであってもいいか
なと思うんですね。その辺は，私自身も何が効果的か
というのはよく分かりませんので，文学部の中でいろ
いろ模索していただけるといいかなと思います。
　司会：今のお話は，非常に参考になると思います。
　Ｑ：本当に楽しい話を聞かせていただき，どうもあ
りがとうございました。ちょっとざっくばらんなこと
をお伺いしたいんですけれども，やはり，教育の部分
を評価するというのは，研究の評価とのバランスじゃ
ないかと思うんですよね。つまり，授業改善一つとっ
ても，全学の FDでもよく思うんですけれども，もう
１時間かければもうちょっといい授業ができる。その
１時間をかけるかかけないかという，そういう話にな
ってきてしまうんですよね。ですから，研究の評価
は，研究機関としての国際的な競争力関連でも，非常
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にある意味で簡単というか，ロジックは簡単だし，ま
た教育の部分で，授業改善に向けていろいろな方策を
立てるっていうのはわかるんですけれども，その２つ
をどう折り合わせるのかということについて，お考え
のことがあったらちょっと教えていただきたいんです
が。
　Ａ：そうですよね。そういう時間配分，またお金の
配分の問題はあると思いますし，またこれは，教育と
研究だけじゃなくて，管理運営とか，最近は知的フィ
ランソロピィphilanthropyなんていう言葉が出てきて，
地域への貢献ということも出てきていますから，そう
いったもののバランスをいかにとっていくかというこ
とが，課題になってくると思いますよね。それは例え
ば，ゴルフで言えばトーナメントプロとレッスンプロ
という分け方というのか，つまり，教育専門の教員を
置くという発想は，たぶん日本でもどこかで出てくる
ことはあると思うんですよね。それは教科によっても
違うと思うんですけれども，そういったような人的な
役割分担ができるところは，そういった人材を養成す
るなり，そういった試みを入れていくということが１

つの方法だと思います。我々がやっているような一般
的な教育内容に関していえば，そんなわけにもいかな
いところもあると思いますので，その辺の配分のこと
は，非常に悩ましい問題だと思いますね。ですから，
例えば，私が大学評価機構にいたときにも，研究評価
に関して言えば，学部長だとか，そういう役職につい
ている人は，本来ならばそんな研究をする時間がとれ
なかったりする実態があるわけですから，そういった
先生まで研究業績を出してもらう必要はないとか，評
価する側ではそういう配慮をいろいろとしていますよ
ね。ただ，それが大学の側に降りてくると，どういう

形で動いているのかというようなことについては，微
妙な部分があるわけです。ですから，本当にバランス
というのか，それぞれを別々なものとして，それぞれ
で高い点数を取るというような評価じゃまずいんだと
いうことを，まず共有していく必要があるんじゃない
かなと思います。でも，大学の場合には，やっぱり研
究の評価というのに一番重みがついてしまうので，教
育の方からすると，そういったことからどう脱却する
かという点が問題です。
　ただ，教育の方でも，先ほどちょっと例に出したチ
ームティーチングみたいな形のものを導入していくと
か，やり方はいくつか工夫できる余地はあると思いま
す。一人の教員が何科目かのコマを持たなきゃいけな
いという方式をとらなきゃいけないのか，あるいは，
複数の教員が何科目を，いくつのコマ数を担当するっ
ていう形にするのか。名古屋大学，京大あたりでは，
プレ FDということで，大学院生を対象とした FDの
研修会も始まっていますけれども，TAなども含めて，
ティーチングスタッフの充実を図る形で対応していく
とか。プレ FDでは，大学院生は非常に熱心ですし，
コミュニティ的な考え方からしても，学生との繋がり
は若手の方が作りやすいという意味もあると思います
ので，そんなような形で，一人にかかる負担を少しず
つ軽減していくと言いますか，いくつかそんな工夫の
余地はあると思います。最初は何でも大変だと思いま
すけど。
　司会：先生，今日はどうも非常に勉強になる話をど
うもありがとうございました。それでは，今日のワー
クショップはこれで終わりにしたいと思います。皆さ
ん，どうもありがとうございました。


