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分野横断・問題探究型の教養教育授業
カリキュラムの開発研究

　大学教育における教養教育の位置付けは変容し続けてきた。昨今では，専門教育の科目区分にこ
だわらない「教養」教育が志向され，新しい資質・能力の育成も範疇に，学士課程の主領域として
教養教育は位置付いている。本稿では，このような動向を背景として開発・実践された教養教育の
授業カリキュラムに焦点を当て，その構造と特徴についてマクロ・メソ・ミクロの各次元から明ら
かにすることを目的とした。
　分析の結果として，新しい方向性の教養教育授業カリキュラムの特徴には，①個の文脈に応じた
様々な学習経験が担保されているカリキュラム構造であること，②探究志向の課題設定であり，か
つ他者との協働を前提とした学習活動が展開されるように計画されていること，③多様で適切なア
セスメントの機会が設けられていることが示唆された。
〔キーワード〕教養教育授業カリキュラム開発　　　問題探究　　　協働学習
　　　　　　　インストラクショナルデザイン

１．はじめに
　⑴　大学教育における「教養教育」を巡る課題背景
　日本の大学教育において，「教養教育」の意義と課
題は常に議論の対象として位置付いてきた。「教養」
と「教養教育」の質の違いに関する議論や，新しい能
力の台頭による教養教育の変化に関する議論，さらに
は大学の組織体制に関する議論まで，日本の「教養教
育」にまつわる論点は枚挙にいとまがない（館1997，
苅谷2007，松下2010，藤本2012，羽田2018など）。
　教養教育を包括した戦後日本の一般教育の変容過程
については吉田（2013）の研究に詳しい。現在は1991
年以降第Ⅳ期のステージに位置しており，育成すべき
人間像は「判断力・創造力・課題探求能力などを身に
つけた人間」で，専門教育の「科目区分にこだわらな
い『教養』教育」が志向され，「学士課程の主領域と
しての教養教育」という位置付けにあるという。さら
には，2018年に出された中央教育審議会「2040年に向
けた高等教育のグランドデザイン（答申）」においても，
「教養教育」のあり方に対して直接的な言及はないも
のの，より高次の高等教育の方向性について示してお
り，国連によるSDGs（持続可能な開発のための目標）
等を引き合いに出しながら，「予測不可能な時代にあっ
て（中略）多様な価値観を持つ人材が協働して社会と
世界に貢献していくため，学修者にとっての『知の共
通基盤』となる」と高等教育を位置付けている。その
上で「何を学び，身に付けることができるのか」とい
う多様性と柔軟性を持った高等教育への転換を質保証
の観点から強く求めている。これらは現在の「教養教

育」議論の延長に位置する課題と認識できるだろう。
　このような現状において，羽田（2017）は，知識の
習得，コンピテンシーの涵養，いずれかだけでは必ず
しも教養教育として充分ではなく，教養教育の科目横
断性や正課内外の区分を超えた共通目標の設定，さら
には学生の価値判断に資するカリキュラムを探究する
必要性等を検討課題として挙げている。さらに羽田
（2018:5）によれば「（教養教育は）専門教育を優先し
た組織原理のもとで消去法的に決定された組織形態が
先にあり，カリキュラム論は組織論の従属変数として
結果する傾向を持つ」とされる。
　以上より，「教養教育」が孕む現代的課題にアプロー
チするためには，従来の組織論や制度論からの分析だ
けではなく，カリキュラム論の側面からより実践的な
分析が求められていると言えよう。

　⑵　研究目的・方法
　本稿では，上記の課題背景にもとづき，大学教育に
おける教養教育の授業カリキュラムについて検討して
いきたい。昨今，インストラクショナルデザインと呼
ばれる教育実践の「効果・効率・魅力」を高めるため
のモデルや理論が多数提唱されており，学習意欲等と
いった学習者の認知の側面にも着目した学習科学の研
究も増えてきている（Keller2009，米国学術研究推進
会議2002など）。これらの研究は授業カリキュラムを
構成するハード・ソフトの両面にアプローチするもの
であり，授業における教育的な働きかけや仕掛けを丁
寧に検証し，その効果や意義を明らかにするものと言
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える。
　そこで，本研究ではこれら教育実践を基盤とした研
究手法を用いて，分野横断的でかつ問題探究型の教養
教育授業カリキュラムの構造について明らかにするこ
とを目的とする。分析の対象となる授業は，福島大学
において教養教育のカテゴリーに位置付く授業の総合
科目「大学生のための現代社会（担当教員：旧総合教
育研究センター・高等教育開発部門／現教育推進機構・
高等教育企画室所属 鈴木学）」である。
　なお，本授業は足立（2018）によって大学生を対象
とした倫理・社会関連授業の実践可能性の検討事例と
して扱われており，そこでは仮説にもとづく一定の解
釈がなされているが，本稿においては授業設計の方法
と授業者の意図というこれとは異なるアプローチで分
析を試み，教養教育授業カリキュラムとしての構造の
特徴について明らかにするものである。

２．授業「大学生のための現代社会」の
概要

　⑴　カリキュラム上の位置付け
　福島大学の教育課程は，①自己デザイン領域，②共
通領域，③専門領域，④自由選択領域の４領域から構
成され，本授業は②共通領域におけるⅰ）総合科目，ⅱ）
広域選択科目（所謂「人文・社会・自然科学系列科目」），
ⅲ）外国語科目，ⅳ）情報教育科目，ⅴ）健康・運動
科目のうちⅰ）総合科目に属する科目である（2018年
度時点１））。ⅰ）総合科目には文理融合の内容を有し
た授業，新しい教育方法を用いた授業，コンピテンシー
育成に係る授業等，教養授業から大学教育における新
しい潮流に位置付く授業に至るまで，多様な授業が含
まれる。毎年約15科目程度が開講される傾向にあるが，
必ずしも開講科目は同一であるとは限らず，年度に
よって変動がある点も特徴的である。加えて，ⅰ）総
合科目は１年次から４年次まで受講可能で，所属の別
とも無関係に履修することができる。
　本授業は，2017年度前期に新設されて以降，現在ま
で継続して展開されている科目である。担当教員は１
名，開講セメスターは前期（奇数セメスター），受講
者数の上限を30名（2018年度より50名）に設定した少
人数授業である。授業開発当初のコンセプトとして，
学類制を採用する福島大学の特性を活かした①学際融
合・分野横断型の教養教育授業であること，②高年次
教養教育も想定した課題探究型の授業であることが挙
げられる。

　⑵　シラバス記載事項と授業者の意図
　ⅰ）授業概要と学習目標
　シラバスにおける「授業概要とねらい」の欄には，
以下の通り記されている。

　　　みなさんは①高校の『現代社会』の授業で，様々
な知識を学んできたかと思います。しかしながら，
現実社会はもっと複雑で，かつ現在進行形で変化
し続けていることに鑑みると，私たちは実際のと
ころ何も理解していないのかもしれません。本授
業では，②知識だけでは簡単に答えは導けない現
代社会の“問い”に対して，③大学生同士で熟考・
熟議しながら，④一定程度自分なりの考えを構築
できるようになることを目指します。授業では大
きな課題―今まであまり真剣に考えてきたことの
ないような，身近ではない課題を扱うことになり
ますが，⑤それらを“自分ごと”として受け止め
られるように，⑥他者の価値観を共有しながら，
物事を判断する力を養っていきます。（シラバス
より。番号・下線は筆者。）

　まず下線①で，高校までは一教科として知識理解が
重要であると学生が認識しがちな傾向にある『現代社
会』を題材にした上で，大学における本授業では異な
るアプローチで現代社会を解釈することを下線②で示
している。そのアプローチの手段として下線③にある
協働的な方法を用い，最終的には現代社会の“問い”
に対する“答え”を学生自身が導けるようになること
を下線④でゴールとして表記している。さらに派生す
る形で，本授業を通じた学習の過程で育まれ得るコン
ピテンシーの類を下線⑤⑥で当事者性と価値判断力と
して位置付けている。
　これらのねらいを包括して，学習の観点別に下記４
つの到達目標を設定している。

　　【知識・理解】様々な分野における現代社会の課題・
構造を理解できる。

　　【解釈】自身の専門・専門外両方の分野から現代
社会の課題を捉えることができる。

　　【協働】他者と協働して課題探究に向けた議論が
できる。

　　【アウトプット】自他の考え・主張を批判的に検
討し，論理的に説明できる。（シラバスより）

　上記学習の到達目標に対応させるように，成績評価
の方法として，①期末レポート，②小レポート（before/
afterレポート・計６回），③授業内活動（グループワー
ク，ディスカッション，それらにもとづく成果物等）
を設定している（詳細は後述）。なお，到達目標の達
成のためには授業に参加し諸活動に従事することが大
前提となることから，授業を４回欠席した時点で自動
的に不合格となることをあらかじめ提示している。

　ⅱ）全15回の構成
　本授業では，現代社会において相克する諸課題を「○
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○×△△」で併記する共通枠組みのもと，①科学技術
×倫理，②国家×共同体，③平和×戦争の３つのテー
マが設定されている。いずれのテーマも人文・社会・
自然科学の観点からアプローチ可能であり，かつ現実
において極めて論争的に扱われる領域から導かれた
テーマである。同時に，高大接続を意図して高校の『現
代社会』の教科書との関連性も担保している点も特徴
的である。具体的には，高等学校学習指導要領解説で
示される内容の３領域のひとつである「私たちの生き
る社会」で扱われるテーマの発展形を意図している。
キーワードとして生命・情報・環境・幸福・正義・公
正が掲げられていることから，本授業でもこれらの項
目を包括可能なテーマを設定している（文部科学省
2015）。
　テーマ設定における共通枠組み以外に，方法面にお
いても一定程度共通の枠組みを設けている。ひとつの
テーマを①過去：知識習得を核とした講義中心の授業，
②現在：現状の課題理解を核とした協働活動中心の授
業，③未来：将来を見越してさらに課題を掘り下げ探
究することを核とした授業といった共通する三層から
構成させる方法である２）。これらの特徴を反映させた
全15回の授業構成を示したものが表１である。

　ⅲ）授業を成立させる前提としての物的環境
　協働学習の手法を用いる本授業では，それが可能な
教室環境が担保されていることが前提となる。本授業
は，2017年 度 よ り 新 設 さ れ た「Active Learning 
Laboratory（以下，ALLAB）」を活用した授業であり，
そのモデルケースとしても位置付いている。ALLAB
は，元々 40人程度を収容する教室をアクティブ・ラー
ニング型授業が展開可能なように改修した教室で，そ

の特徴として，①30人規模のグループワークが可能な
こと，②可変前提の机一体型の椅子が整備されている
こと，③壁面がホワイトボード化されていることと，
グループワーク用のホワイトボードパネルが完備され
ていることが挙げられる３）。授業を講義とグループ
ワークの両方に即座に切り替えられるメリットを有し
ている（写真１）。

　加えて，本授業の円滑な運営において欠かせない
ツールに「総合ポータルシステム Live Campus（以下，
LC）」がある。これは全学の授業支援システムで，課
題の提出や授業資料の共有，アンケートの実施等の機
能を有する。本授業はグループワーク等の授業内活動
から創出される成果物が多く，かつテーマ毎に事前・
事後の課題提出を義務付ける等，授業内外において教
員と学生，学生同士が資料等を共有する頻度が比較的
高い。それ故，課題提出の利便性を高めたり，欠席し
た学生へのフォローを行ったりする上でLCの活用は
必須と言える。

３．授業カリキュラムにおける次元別の
仕掛け

　⑴　マクロレベルでの工夫
　本項では，本授業のカリキュラムデザインに関わる
次元での仕掛け・特徴について分析的に記述していく。
授業全体に授業者の意図とそれを具現化する方法がカ
リキュラムのマクロレベルでどのように反映されるの
かを明らかにしていきたい。

　ⅰ）論理性と自己省察を目的とした期末レポート
　本授業における成績評価で大きな位置を占めるひと
つに期末レポートがある。期末レポートについては授
業開始時点で以下の課題文が提示される形式を採用し
ている。

　　【課題Ａ】
　　　「現代社会×自分」をテーマに，あなたなりの“問

い”を自由に設定して論述してください。これま
での授業で扱ったトピックと重複しても問題あり
ません。但し，その際はbefore/afterレポートよ
りも深い考察が求められます。加えて，今後自分
自身が学んでいくであろう（or学びたい）「学問
分野」と関連させて論述することを心がけてくだ
さい。

表１　全15回の授業構成

第１回 オリエンテーション

第２回 ウォーミングアップ

第３回
科学技術
×
倫理

過去：知識習得

第４回 現在：課題理解

第５回 未来：課題探究

第６回 総括演習

第７回
国家
×
共同体

過去：知識習得

第８回 現在：課題理解

第９回 未来：課題探究

第10回 総括演習

第11回
平和
×
戦争

過去：知識習得

第12回 現在：課題理解

第13回 未来：課題探究

第14回 総括演習

第15回 まとめ
出典：シラバスより筆者編集

写真１　ALLAB（左：講義時，右：協働学習時）



24 2019 － 9福島大学総合教育研究センター紀要第27号

　　【課題Ｂ】
　　　本授業を受講して，あなた自身が学んだことを

３点挙げ，それらについて説明してください。受
講前後の自身の変化（before/after）に着目しな
がら，エッセイ風に書いてください。

　課題Ａは先述した４つの学習到達目標のうち，知識・
理解，解釈，アウトプットの３つの目標に対応した課
題である。2－⑵－ⅰ）で示した下線④⑤⑥に準拠して
おり，現代社会の課題を学生自身がいかに当事者とし
て認識したのか，自ら立てた“問い”に対してどのよ
うな“解”を導いたのか，そしてそれらを他者に理解
可能なように文章で表現できているのかを確認するた
めの課題である。ここで重要なことは，単に自身の意
見を述べることではなく，根拠にもとづいて論理的に
記述することであり，大学における論証型のレポート
として作成することを求めている。なお，本課題は
3600字程度でwordによって執筆すること，１冊以上
の文献を参照することの２点を条件としている。
　対して，課題Ｂは解釈，協働，アウトプットの３つ
の目標に対応させた課題として位置付けている。ここ
では，学術的な知識・理解の側面ではなく，協働学習
等の学習方略の側面から，その意義を受講生自身がど
のように認識したのかを“自身の変化”として可視化
させることで，特にコンピテンシーの面において受講
生のリフレクションを促す目的を有している。各種教
育実践におけるリフレクションの有用性を示す研究は
少なくなく（武田2011，足立ら2016他），本授業にお
いてもリフレクションを軸にカリキュラムを設計して
いる。武田（2011）によれば，リフレクションとは「自
己内における思考の反復・対話」であると同時に「グ
ループにおける他者との共鳴・共感」であるとされ，
詰まる所「両者の相乗効果として獲得される内省（省
察）のプロセス」と意味付けられている。本授業でも
この３つの要素を盛り込んでおり（細部の仕掛けにつ
いては後述），課題Ｂはそれらのリフレクション活動
の集大成として位置付けている。なお，本課題は1200
字以内でwordによって執筆する条件以外は設けてお
らず，むしろ「書き方（文章表現等）は自由」，「毎回
の授業で書いているコメントペーパーの集大成として
記述すること」の２点を備考として積極的に示すこと
で，受講生個々人が表現しやすい方法でリフレクショ
ンの成果を残せるようにすることを最優先に設定して
いる。
　このように論理性と自己省察の２軸で期末レポート
を執筆することをあらかじめ受講生に示すことによっ
て，授業意図を具体的な目標として受講生に提示でき
ること，延いては例え外発的であったとしても受講生
の学習への動機付けを早い段階で具体化することが可

能となる。

　ⅱ）受講生のレディネスと学習成果把握のための
before/afterレポート

　期末レポートと同様に，小レポート（before/after
レポート・計６回）も成績評価の面でもカリキュラム
デザインの面においても重要な役割を有している。本
授業は表１にある通り３つのテーマから構成されてい
るが，各テーマにおける学習が始まる前の段階と後の
段階で課されるレポートがbefore/afterレポートであ
る。
　beforeレポートは，テーマに対する受講生自身の認
識（現状理解・関心・既存知識等）を各テーマ開始前
に文章化することを目的としたものである。文字数は
約800字程度で，各テーマによって課題は異なる。所
謂「調査型」のレポートとは異なるbeforeレポートは，
各テーマを学習する前の受講生のレディネスを教員だ
けでなく受講生自身も理解できるツールとして機能さ
せている。両者共にbeforeレポートの記述を一つの基
準として授業に臨むことが可能となり，特に受講生に
とっては，テーマ終了時の自身の成長・考えの変化を
実感するためのメルクマールとして機能するものであ
る。教員にとっては，授業における協働学習時のグルー
プ設計の判断材料として機能すると同時に，授業で扱
う内容の難易度や過不足を検討するためのエビデンス
にも位置付いている。
　afterレポートでは授業内容と直結させて，文字数
1600 ～ 2000字程度で根拠を持って論じさせるといっ
た発展的な課題を設定している。必ずしもbeforeレ
ポートと課題の内容自体が対応しているわけではな
く，あくまで授業において学習した内容を活かすこと
を主眼に置いて設題されている点が特徴である。また，
afterレポートでは課題の内容がより精緻になり，か
つ論理性を求める条件も加わる等，受講生にとっては
より高度なストレッチアサインメントとして位置付く
つくりとなっている。
　このようにbeforeレポートを診断的に活かすこと
で，カリキュラム全体の最適化を図りながら授業を運
営することが可能となる。あわせて，afterレポート
をテーマ毎の総括的評価として位置付けることで，期
末レポートの課題である「論述型」レポートに直結す
るトレーニングにもなっていると言える。

　ⅲ）ステップアップ方式による段階的カリキュラム
　2－⑵－ⅱ）で示した通り，本授業は①科学技術×倫
理，②国家×共同体，③平和×戦争の３テーマに分割
されているものの，各テーマは①過去（知識習得），
②現在（課題理解），③未来（課題探究）の共通する
三層構造により設計されている。同時に，３テーマに
はそれぞれの段階に応じて注力すべき活動テーマを設
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定しており，①科学技術×倫理には「input」，②国家
×共同体には「share」，③平和×戦争には「output」
の活動を紐付けている。
　まず「input」活動が中心の構成としては，講義と
グループワークが中心となる。①科学技術×倫理は導
入テーマということもあり，受講生にとって高校時代
の学習スタイルから乖離し過ぎない形の授業を展開す
る方針となっている。グループワークもまずは他者と
の意見交換に慣れさせることを重点に設計すること
で，個人ではなくグループを前提とした調べ学習を行
うといった程度の協働学習が展開されることになる。
講義に関しては比較的一般的な教養教育の授業展開と
似ているが，こちらも高校時代の授業スタイルと乖離
しないように配慮しつつも，所謂高校のような「教科
書」が存在しない授業において，知識や情報をどのよ
うな媒体からどのようにして得るのかといったスタ
ディ・スキルの側面に関しても，教員自身の講義をモ
デルにしながら提示している。
　次に「share」活動中心の②国家×共同体では，ディ
ベートの手法を取り入れることで，受講生自身の意見
を共有することを主眼に授業を展開している。意見共
有を前提に授業を構成する場合，共有の過程において
受講生は自身の知識・理解不足により共有が適切に行
われないことを経験的に実感すると同時に，質疑に対
して適切に回答することの難しさを体感することで，
それらに対応するための「input」と「output」活動
に対する意欲が高まる傾向が見られる４）。
　そして「output」活動中心の構成では，知識構成型
ジグソー法を用いて，受講生一人ひとりの知識・理解
が全体の成果に影響を与えるという協働学習を展開し
ている。これまでの２テーマの活動はグループメン
バー間で協力・フォローし合うことで達成可能であっ
た課題であるが，③平和×戦争はこれらとは異なり，
個々の受講生が必ず自身で「output」しなければなら
ない構成となっている。受講生一人ひとりの活動にお
ける責任を高めることで，最終的な学習に対する動機
付け高める工夫と言える。
　以上のように，input・share・outputの組み合わせ
を段階的に計画することで，受講生のモチベーション
を維持・向上させ，学習を適切にステップアップさせ
ることが可能となる。

　⑵　メソレベルでの工夫
　本項では，テーマ毎の次元でそれらのカリキュラム
構造に着目する。マクロレベルで示された各テーマに
おける重点項目を，メソレベルでどのように具体的な
実践として展開したのかについて，内容と方法の両面
から分析していく。

　ⅰ）テーマ「科学技術×倫理」のカリキュラム構造
　本テーマにおいて提示されているbefore/afterレ
ポートは下記の通りである。

　　【beforeレポート】
　　　科学技術の発展により，既存の倫理観では「正

しい」のかどうかを判断することが難しい事例が
増えてきています（特に医療分野において）。あ
なたはその時，科学技術の発展を優先させる立場
をとりますか，それとも既存の倫理観を守る立場
をとりますか（どちらでもないもＯＫ）。具体的
に思い浮かぶ事例をひとつ挙げて，あなたの立場
とそのように判断した理由について自分の言葉で
書いてください。

　　【afterレポート】
　　　授業での問題提起を充分に踏まえた上で，日本

における「生命倫理」のあり方（基本的原則・立
場）について論じてください。その際，あなたが
“個人”として望ましいと考える方向性と，社会“全
体”として望ましいであろうと考えられる方向性
を対比させながら考察してください。

　科学技術と倫理がせめぎ合う具体的な課題として
「生命倫理」をafterレポートの中心に据え，このトピッ
クを本テーマの帰着点として表２の通り第３回から第
６回まで４回分の授業を構成した。

　本テーマでは，村上陽一郎著『科学・技術と社会』『科
学・技術の二〇〇年をたどりなおす』と橳島次郎著『生
命科学の欲望と倫理』を参考図書とした。第３回の授
業では，前２冊にもとづいた教員からの講義を実施し
た。単語の定義や科学技術史の展開を中心とした講義
で，後の議論で必要となる最低限度の知識と共通理解
を受講生が得ることを目的としている。第４回では，
beforeレポートを活用して受講生間で各々の問題意識
を共有するグループワークを実施した。ここでは各々
の解釈に相違があることを体感してもらうことを目的

表２　「科学技術×倫理」の授業構成

授業回 階層 授業目的・具体的な内容

第３回 過去
（input）

今後の議論の前提となる「科学
技術」と「倫理」の共通理解を
得ること

第４回 現在
（share）

本テーマに関する自身と他者の
問題意識を共有することで，現
状課題の認識を拡げる

第５回 未来
（input）

「生命倫理」に特化して，将来
的な課題と向き合う

第６回 総括演習
（input）

これまでの授業で出た疑問に関
わる知識を補う
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としている。本テーマについて受講生の中で認識が広
がったところで，第５回において「生命倫理」に特化
した講義を実施した。そして第６回の授業では，
beforeレポートやグループワーク，各回のコメント
ペーパーで受講生から出された様々な疑問・課題に対
して，教員が根拠を示しながら知識を補完する講義を
展開した。
　表２にある通り，「input」活動を中心に据えた本テー
マの授業構成は，簡単には“答え”を導くことのでき
ない現代社会の課題に対して，それらにアプローチす
るための知識をどのようにして得ていくのかという側
面に着目して設定されている。これは本授業の導入段
階における受講生の学習方略上の課題を反映させたカ
リキュラムの工夫である。加えて，自身の意見に根拠
を持たせる術を理解することは，今後扱うテーマにお
いて展開される学習活動の基盤ともなっている。

　ⅱ）テーマ「国家×共同体」のカリキュラム構造
　本テーマにおいて提示されているbefore/afterレ
ポートは下記の通りである。

　　【beforeレポート】
　　　昨今，イギリスのＥＵ離脱やアメリカにおける

トランプ政権の誕生など，世界的に右傾化の傾向
が目立つ情勢となっています。一方で国家の別を
越えた共同体志向も存在しています。あなた自身
は「国家優先」or「共同体構築」のどちらを支持
しますか？その理由もあわせて書いてみてくださ
い。※わからない・迷っているという場合は，そ
の旨を明記の上，迷いの要因を記述してください。
その上で「どちらかと言えば･･･」で構わないので，
最後にどちらの姿勢かを明記しましょう（理由は
必要ありません）。

　　【afterレポート】
　　　日本は将来的に，「国家優先」路線と「共同体

構築」路線のどちらを選択するべきだと考えます
か？ディベートでの議論や授業での問題提起も踏
まえて，説得力あるレポートに仕上げてください。

　本テーマでは，afterレポートの課題を議題とした
ディベートの実施を導入として表３の通り授業を展開
した。第７回ではbeforeレポートの内容に応じて，①
国家優先チーム，②共同体構築チーム，③中立チーム
＝ジャッジの３チームに受講生を割り当てディベート
に向けた具体的な準備を行う（×２～３セット：受講
生総数によって変動）。第８回では表４の流れでディ
ベートを実施し，その中での議論の内容を受けて，第
９回では教員が知識面の補充と課題認識・現状の解釈
について講義を行った。特に，日本とその周辺地域に

焦点を当てて，共同体のあり方を検討する際の課題を
提示した。その際，参考にした主要な図書は小原雅博
著『東アジア共同体』である。そして受講生には第10
回までにディベートと同テーマのafterレポートを執
筆してきてもらった上で，互いのレポートを相互に批
評し合うピアレビューを実施する流れである。
　「share」活動にもとづく本テーマでは，他者との共
有を前提にすることで，受講生自身の自己認識―特に，
自身の考えや知識に関して不足している部分の理解が
深くなることを期待し，反転授業において期待される
効果と同様のものを目指して授業設計がなされている
と言える。

　ⅲ）テーマ「平和×戦争」のカリキュラム構造
　本テーマにおいて提示されているbefore/afterレ
ポートは下記の通りである。

　　【beforeレポート】
　　　あなたは「戦争」状態と「平和」状態，それぞ

れどのような状態だと認識していますか？使用す
る言葉の意味に厳密になって，自身の考えをまと

表３　「国家×共同体」の授業構成

授業回 階層 授業目的・具体的な内容

第７回 過去
（share）

afterレポートの設題で実施す
るディベートに向けてグループ
で戦略を練る

第８回 現在
（output） ディベート本番

第９回 未来
（input）

「共同体構想」の理解を深め，
検討すべき課題を探る

第10回 総括演習
（share）

受講生間で執筆したafterレ
ポートのピアレビューを行う

表４　ディベートのタイムライン

項目 時間

①国家チーム【立論】 ５分

②共同体チーム【立論】 ５分

③作戦タイム ８分

④共同体チーム【質問】／国家チーム【応答】 ８分

⑤国家チーム【質問】／共同体チーム【応答】 ８分

⑥作戦タイム ６分

⑦国家チーム【質問】／共同体チーム【応答】 ８分

⑧共同体チーム【質問】／国家チーム【応答】 ８分

⑨最終作戦タイム ６分

⑩共同体チーム【最終弁論】 ５分

⑪国家チーム【最終弁論】 ５分

⑫ジャッジ【講評】 ※
※授業時間の都合上，第9回授業冒頭に発表
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めてください。※文献等で調べた上で書いても良
いですが，できる限り否定形での説明は避けるよ
うにしてください。

　　【afterレポート】
　　　「戦争」と隣り合わせの国際社会に対して，今

後の日本の関わり方の方向性はどのようなものが
考えられますか？

　これらの課題に応じ，かつこれまでのテーマにおけ
る学習活動の集大成として，本テーマでは知識構成型
ジグソー法を用いた協調学習を展開した。本手法につ
いては東京大学CoREF（2017）のハンドブックに詳
しいが，知識構成型ジグソー法は５ステップから構成
されている。ステップ１：課題について各自が自分で
考えを持つ，ステップ２：同じ課題資料を担当した者
同士でその理解を深めるエキスパート活動，ステップ
３：異なる課題資料を担当した者同士でその理解を深
めるジグソー活動，ステップ４：ジグソー活動の結果
を全体で共有し交流するクロストーク，ステップ５：
ひとりで共通課題に対する答えを記述するという一連
の流れがあり，本授業では表５の通り授業を構成した。
但し，本テーマのみafterレポートの課題自体が各ス
テップにおける共通の課題であり，かつ最終的に検討
したい課題でもあることから，beforeレポート執筆後
すぐの第11回冒頭時点でafterレポートの課題を提示
している。なお，本テーマではこれまで以上に授業外
学習に取り組む必要があり，それを前提とした授業構
成であることに留意しなければならない。
　具体的な授業内容として，川上高司編著『「新しい
戦争」とは何か―方法と戦略』を本テーマのテキスト
として扱い，中でも①第２章 新時代の核戦略―「一
般抑止」と「核のノーム」（有江浩一執筆），②第３章 
軍隊の新しい主任務―HA/DRと平和活動（本多倫彬

執筆），③第８章 日本流の戦争方法―ソフト・パワー
と日本の国家戦略（石津朋之執筆）の３つを課題資料
としている。日本の安全保障について考察する上で欠
かせない要素である核・軍隊・ソフトパワーというカ
テゴリーを選択した。第11回の授業では，beforeレポー
トの内容に応じて教員が受講生に担当課題を割り当
て，活動に向けた動機付けを促すとともに，エキスパー
ト活動やジグソー活動において受講生一人ひとりが作
成するレジュメの作り方について「MASTER OF 
WRITING」（立教大学大学教育開発・支援センター
2012）を参考に提示した。第12回では各カテゴリー別
のエキスパート活動を実施し，各受講生がそこでの検
討内容と使用したレジュメをブラッシュアップした上
で第13回のジグソー活動に移る流れである。そして第
14回の成果発表に向けて各グループ正課外の時間も活
用しながら準備を整えてきた上で，クロストークに位
置付くグループディスカッションを実施した。
　本テーマでは受講生一人ひとりに紐づく「output」
活動が前提の授業構成となっている。ここで展開され
る「output」活動は，他者の学習活動にも多分に影響
を与えるものとして位置付いており，受講生にとって
は自身の知識理解・解釈が他者（グループ）の学習に
責任を有している状態と言える。このような責任とい
う負荷のある学習環境の中で，これまでのテーマで
扱ってきた「input」と「share」に関連する諸能力が
より高次に伸張することを期待した授業設計となって
いる。

　⑶　ミクロレベルでの工夫
　本項では，協働学習を前提とした本授業において，
受講生同士の関係性の構築や個に応じた授業理解の促
進といった日々の積み重ねの部分に焦点を当てる。具
体的には毎回の授業におけるコメントペーパーと
フィードバック，協調学習の各種活動におけるワーク
シートといったミクロレベルの仕掛けについて，その
特徴と意義を詳述していく。
　まず，本授業では，毎授業の冒頭10 ～ 15分で前回
の復習を兼ねたフィードバックを行い，授業終了5～
10分で受講生はコメントペーパーを執筆することにな
る。フィードバックはコメントペーパーをもとに行い，
その記述を集約して教員からのコメント付き資料にし
て配布する場合もあれば，授業スライドの冒頭に
フィードバックのコーナーを設ける場合もある５）。具
体的なコメントペーパーの構造は資料１の通りであ
る。
　これはＡ５サイズの用紙に，ⅰ）授業を受けての意
見・感想，ⅱ）授業の理解度，ⅲ）疑問・質問，ⅳ）
近況の４項目から成り立っているが，文体等に関して
は受講生による自由記述を原則としている。但し，授
業内容に応じて，教員から共通の問題提起をする場合

表５　「平和×戦争」の授業構成

授業回 階層 授業目的・具体的な内容

第11回 過去
（input）

知識構成型ジグソー法の趣旨等
を理解し，今後の活動に向けた
準備を進める

第12回 現在
（share）

a）核，b）軍隊，c）ソフトパワー
の３カテゴリー別のグループで
エキスパート活動を実施する

第13回
未来

（output
 &share）

各カテゴリーのメンバー混合の
グループでジグソー活動を実施
する

第14回 総括演習
（output）

混合グループ毎に，afterレポー
トのテーマで発表を実施し，そ
の内容に関して全体でディス
カッション（クロストーク）を
実施する
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もある。これらを用いて受講生同士の理解を擦り合わ
せることで，レディネスの違いによる授業内容理解の
差を生まないことを念頭に置いている。本授業は授業
内だけでは受講生が理解しきれない内容も多いことか
ら，教員はこれらの記述にもとづいて，個々の受講生
の理解度等を見極め，補足資料の作成や個別フォロー
の必要性を判断している。つまり，日常的な診断的ア
セスメントツールとしてコメントペーパーとフィード
バックのパッケージを活用していると言える。加えて，
近況欄に関しては，協働学習の多い本授業において受
講生同士が意見を言いやすい関係性を構築することが
重要であることに鑑み，近況から垣間見える受講生の
心理的な側面を間接的に共有することで，互いを身近
に感じられる雰囲気を醸成するための仕掛けとして位
置付けている。
　他にも，協働学習において使用するワークシートに
も成果物としての意味以外に，一定の役割を持たせて
いる点も本授業の特徴である。それはグループワーク
において自己批評だけでなく他者のパフォーマンスに
対しても相互に批評し合うワークシートであるという
点だ。はじめに，初期段階であるテーマ「科学技術×
倫理」では，他者の意見と自身の意見との相違点を見
出し，文章化して伝達し，グループワーク時の他者の
言動等に対して良かった点や改善点を示す緩やかな他
者講評を実施している。次に中期段階のテーマ「国家
×共同体」では，ディベートやピアレビューの形態か
らも明らかなように，相互比較の中で互いの長短所を
明確にする講評を行う。そして後期段階のテーマ「平
和×戦争」では，エキスパート活動やジグソー活動の
中で他者の発表やレジュメの完成度に対して数値で評
価する方法を取り入れている。加えて，受講生同士の
相互批評は，協働学習中に全受講生に対して均等に目
を配ることが難しい教員にとって，活動の様子を把握
するためのリソースでもあり，こちらもコメントペー
パー同様診断的アセスメントツールとして機能するも
のと言えよう。

４．おわりに
　⑴　考察
　本稿では，マクロ・メソ・ミクロの次元で教養教育
授業カリキュラムの構造と特徴について分析してきた
が，ここで挙げたカリキュラムの特徴は，OECD教育
研究革新センター（2016:79）が示している学習に最
も効果的な学習環境の特徴と親和性が高いと言えよ
う。それは①カスタマイズされた学習，②多様な知識
ソースの入手可能性，③協働的なグループ学習，④よ
り深い理解のためのアセスメントである。
　①については，個の文脈に応じて様々な学習経験が
担保されているということを示している。本授業にお
いては，受講生の授業理解・学習状況をモニタリング
できる機会を各次元で設定したことで，教員は受講生
一人ひとりの状況を把握した上で授業設計・運営に臨
む設計となっている。②は知識習得手段の多様性につ
いて言及しているが，この点のみ本授業においては必
ずしも充分に環境が整っているとは言い難い。附属図
書館で展開されている学習支援の斡旋や，参考図書・
URLの紹介等は比較的容易に実施できるが，ICTの積
極的な活用等に向けてはより一層の工夫が必要であろ
う。③は本授業において核となる構成要素である。特
に，探究志向のプロジェクトに取り組む場合に高い学
習効果が確認されるとされており，簡単に“答え”の
出せない課題を常に協働学習の中心に据える本授業で
は，その傾向が顕著であることは想像に難くない。そ
して④に関しては，深い概念理解について学習者自身
が知識の統合を行い，それが文脈化される範囲までを
含めて評価すべきであるという特徴である。本授業に
おいては，受講生は授業前後の自身の認識を比較する
環境が整っていると同時に，他者からの批評・他者へ
の批評も含めて自分自身を相対化するためのアセスメ
ントの機会も担保されている。
　以上から導かれる本授業のカリキュラム構造の特徴
を一言で示すならば，“学習者の学習を最適化するた
めのカリキュラムデザイン”であると言えよう。個に
応じて最適化するための仕掛けがマクロ・メソ・ミク
ロに散りばめられているという理解が妥当であろう。
協働学習の手法も教員・学習者間の双方向性の担保も，
リフレクションも，数あるレポートでの成果のまとめ
も，全ては学習者の成長に帰結するものであり，それ
ぞれを同じ目的に収斂させようとする時に，これらが
相互に作用するカリキュラムをデザインする必要性が
生じると言えよう。

　⑵　残された課題
　今回の研究では，カリキュラムの構造を明らかにす
ることが目的であったことから，実際に本授業におけ
る受講生である学習者がどのように変容し学習効果を
高めたのかまでを分析の範囲に含めることができな

資料１　コメントペーパーの内容
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かった。本授業のカリキュラム構造が真に学習効果を
高めるのに寄与することを証明するためには，今後は，
コメントペーパーやワークシート，各種レポートの蓄
積を分析対象として，本授業受講前後の学習者の変化
を明らかにする必要があろう。研究的に残された重要
な課題である。
　最後に，教養教育授業カリキュラムデザインの担い
手である教員の役割についても一言記しておきたい。

　　　21世紀型の資質・能力として，コミュニケーショ
ン，コラボレーション（協働），イノベーション（創
発）といった力を育てることが問題になってきて
いるが，こうした資質・能力の育成についても，
根本的には全員がうまれながらにしてこうした力
を持っているのだと信じてあげて，その潜在力が
引き出されやすい環境をつくってあげることが教
師の仕事であると整理したい（東京大学
CoREF2017:30，下線筆者）。

　この解釈は，大学教育の文脈にも充分に当てはまる
だろう。今後求められる新しい大学教育実践を開発す
る場合，カリキュラムデザイナーやインストラクショ
ナルデザイナー，もしくはコーディネーターのような
力量を大学教員に期待する側面は少なからず顕在化し
てくると言える。さらには，カリキュラムを広義の意
味である「学習経験の総体」として捉えた場合，授業
単一の次元で完結させるのではなく，正課内外の別を
超えた大学における様々な機会の意義を検討し，大学
全体のカリキュラムを再構築していく必要も出てくる
だろう。このような時代の流れ・変化を認識しながら，
絶えず実践開発研究を続けていくことが大学教育実践
者に与えられた課題である。

注
１）食農学類の新設に伴う教育改革により，2019年度から
「基盤教育」と「専門教育」，「自由選択」の３カテゴリー
に再編され，①自己デザイン領域と②共通領域は基盤教
育に統合された。基盤教育はさらにa）接続領域，b）教
養領域，c）問題探究領域に区分され，従来のⅰ）総合
科目はc）問題探究領域における「問題探究科目」とし
て発展的に昇華された。
２）過去・現在・未来の枠組みを設定する上で，Albert 
Einsteinによる以下のフレーズを参考とした。なお，こ
のフレーズの詳細については初回授業の講義にて受講生
に説明している。“Learn from yesterday, live for today, 
hope for tomorrow.　The important thing is not to stop 
questioning.”
３）本授業は2018年度以降，ホワイトボード等を完備した
約100人収容可能な「特別教室」において，受講生数の
受入上限を50名に増やし開講している。

４）第９回授業終了時（ディベート実施の回）の受講生の
コメントペーパーの記述からは，約３割の学生が自身の
パフォーマンスにある程度満足した旨の内容を記してい
るのに対し，約７割の学生が自身の知識不足や表現力の
足りなさについて反省的に記している。
５）フィードバックの方法は，受講生数やコメントペーパー
の内容の質と量のバランスに鑑み，状況に応じて適切だ
と判断した方法を選択している。
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