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　大学は，学生にどれだけの能力を与え，卒業させるかを問われている。先行研究が明らかにして
きたように，大学在学中の学生の成長に対しては，学生のエンゲージメント（主体的・積極的参加）
が大きな影響を与える。本稿では，学生の主体的参加を促すための大学の取組みについて，東北地
域の大学を対象にしたアンケート調査結果によって分析を行った。アンケート調査では「授業評価
アンケート」，「初年次教育テキスト」，「学習ポートフォリオ」の３つを取り上げたが，分析の結果，
大学や部局等として学生の主体的な学びを促す仕組みの導入はあまり進んでいるとは言えないこと
が示唆された。最後に，仕組みの導入率の高低より重要なこととして，学生の主体的な学びの重要
性について，学生自身に理解させる方法を考える必要があるのではないか，と考察した。
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１．はじめに―学士課程教育を取り巻く
　政策変化―
　学士課程教育の体系化や実質化が叫ばれている。そ
の背景には，大学進学率の上昇によるユニバーサル化
やグローバル化等がある。もちろん景気の悪化という
外的要因も（最も？）大きな影響を与えていると考え
られるが，1990年代以降の一連の規制緩和によって“壊
されてきた”大学教育の体系化・実質化は喫緊の課題
であると言える。
　学士課程教育の体系化に関しては，2005年中央教育
審議会答申「我が国の高等教育の将来像」で「アドミッ
ション・ポリシー（入学者選抜の改善）」，「カリキュ
ラム・ポリシー（教育課程の改善）」，「ディプロマ・
ポリシー（「出口管理」の強化）」の３つのポリシーが
各大学において明確化することが求められ，2008年12
月の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向け
て」ではそれを引き継ぐ形で「学位授与の方針」，「教
育課程編成・実施の方針」，「入学者受入れの方針」の
３つの方針の明確化が指摘された。また，2010年５月
28日の中央教育審議会答申「大学設置基準等の改正に
ついて」により，教育情報の公表が義務化された（施
行は2011年４月１日より）。それに伴い，３つの方針は，
現在各大学において急速に策定及び体系化が進んでい
ると予想される。東日本大震災の影響で若干公表が遅
れたが，福島大学においてもディプロマポリシー・カ
リキュラムポリシーを策定し，大学WEBサイト1上
で公表したところであり，今後一層の充実を図ってい
く予定である。
　学士課程教育の実質化については，これまでの諸施
策は当然全て大学教育の充実（≒実質化）を目的とし
ているはずであるが，とりわけ単位制度の実質化（授

業外時間の学習の確保・充実），FDの義務化，大学教
育で身に付けることができる諸能力（ラーニングアウ
トカム≒コンピテンシー，学士力，社会人基礎力，就
業力，エンプロイヤビリティなど）の明確化，きめ細
かな修学指導の推進などが挙げられよう。学士課程教
育の体系化や実質化に関する一連の政策は，1970年代
から続いていると言え，大きくはやはり，大学教育の
「多様化への対応」と「国際化への対応」がその根底
にあると見ることができる（高橋，2011）。

２．大学教育のアウトカムに関する先行
　研究
　さて，「大学教育の充実」を考えた場合，「充実」の
度合いを最終的に決めるのは在学する学生のアウトカ
ムであると言えよう。つまり，どれだけ学生が在学中
に諸能力を身に付け，成長して卒業していったかが
キーなのである。
　学習者の成長や発達については，従来（教育・学
習）心理学からの研究が数多く行われてきたが，認知
面の成長や発達に関する研究が中心的であった。一方
で，（教育）社会学からの研究も多く行われてきてお
り，地位達成などに対して出身階層や環境（家計や
ソーシャルキャピタル等）が及ぼす影響に着目したも
のであると言えよう（SSM調査2他）。いずれのアプ
ローチもそれぞれが見落としている視点を補う存在で
あり，「車の両輪」（市川，2001，156頁）として発展
してきた，もしくは発展していくべきアプローチであ
ろう。
　それらの研究の多くは児童生徒（初中等教育）に関
するものであったと言えるが，大学生の成長や発達に
着目した研究は従来それほど行われてこなかった。し
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かし，当該領域の研究は，海外，特にアメリカでは，
カレッジインパクト研究・インボルブメント研究・エ
ンゲージメント研究として行われてきた経緯がある

（小方，2008）。例えば，カレッジインパクトモデルの
代表的研究者であるAstinのI-E-Oモデル3では，①学
生の学習や発達は学生自身の関与の量と質に比例す
る，②教育政策，教育実践，教員の学生への関与は学
生を関与に導き，成果につながるとしている（山田，
2009，17頁）。Kuh他では，学生の積極的参加には２
つの構成要素―第１に，学生が成功と関連がある経験
やアウトプットにつながる学習その他の活動に注ぎ込
んだ時間と努力，第２に，大学が資源を配分し，参加
してためになる活動に学生を誘う機会やサービスを組
織する方法―があるとしている。（Kuh et al, 2010）。
　近年においては，我が国においてもようやく当該領
域の研究の高まりがみられる。山田は1996年以降我が
国の導入教育の実態を明らかにしてきたが，学生の大
学での教育の効果に対する評価が日本においてはま
だ未成熟であることを確認し（山田，2009，３頁），
2004年からは学生の教育評価の開発を手掛けてきた。
氏は，AstinのI-E-Oモデルに沿って設計された学生調
査を基に，日本版学生調査を開発・実施している（2007
年JCSS（大学生調査）：国公私立大学14，短大２で6,228
名，2008年JFS（新入生調査）：国公私立大学164校で
19,661名，2009年JJCSS（短大生調査）：短期大学30
校で7,219名の参加実績4）。
　山田（2009）は，2005年に実施したJCSS（日本版
大学生調査）のデータを利用して，Astinのモデルを
さらに精緻化したPascarellaのI-E-Oモデルを研究枠組
みとしながら分析している。知識・能力，大学生活へ
の適応，認知面・情緒面の自己評価，価値観の４領域
について，整理した上で大学間比較を行い，大学とい
う環境がどのように教育成果に関連しているか，規定
要因分析を行っている。そこでは，知識・能力，自己
評価を従属変数とした場合，教育の質への満足度や教
員の関与といった環境要因が大きく影響していること
が確認されている。一方で，ネガティブ学生を前向き
にするための大学の関与について問題提起をし，「今
後は，より具体的に学生の成長を企図するようなカリ
キュラム改革，教授法の改善（FD）の開発へと研究
を進展させることが望まれる」と述べている。
　小方（2008）では，従来から着目されてきた組織構
造や入学前経験等の変数群の他に，教育プログラムと
いった環境要因や学生のエンゲージメントを考慮し
た，学生のアウトカムの規定要因モデルを設定し，分
析を行っている。学生のアウトカムとして汎用的技能

（論理的文章力等），学問的知識（専門分野の知識・理
解等），成績（優の割合）の３つを従属変数に設定し
た分析の結果，①汎用的技能形成にはインプット変数

（入学前成績など）の影響は小さいが，学問的知識形

成や成績にはインプット変数の規定力が大きい，②「専
門分野を統制すれば」教育プログラムの特性は，組織
構造の変数群よりアウトカムを規定している，③学生
のエンゲージメントのアウトカム対する影響力は，ア
ウトカムの性格によって異なる（学生のエンゲージメ
ント以外の影響も大きい場合もある），という結果が
出されている。また，それらの分析結果から示唆され
ることとして，インプット変数を重視しても仕方が
ないとした上で，その一方で学生のアウトカムにはイ
ンプット変数を反映したものが少なくないことは，ア
ウトカムを見る上で注意しなければならないとしてい
る。しかし現実は，アウトカム重視の流れであること
から，必要なのはアウトカムを規定する要素―学生の
エンゲージメント―に着目する必要があると述べてい
る。
　アメリカでの研究動向及び，小方（2008）や山田
（2009）が述べているように，これらの研究結果からは，
いかに学生のエンゲージメントを促す大学教育を作る
か，という点に当然帰結することになる。そうした必
要性に対し，実践を通した研究が既にいくつかなされ
ている。杉江他（2004），清水他（2009），小田他（2010）
などである。それらは，学生参加型授業・双方向型授
業・協同学習型授業などの実践と研究がメインテーマ
となっており，学生のエンゲージメントを促すための
ヒントを存分に提供している。
　また，全国的な動向として，教員相互の授業参観・
授業評価や講演会といった形の授業改善志向型FDに
ついては，既に多くの大学で何らかの取組みが行われ
ていると考えられる5。

３．本稿の分析課題と方法
　さて，本稿では前節で見たような従来の研究動向や
FDの現状とは少し異なった観点から，分析・考察し
たいと考える。本稿でも，学生の成長には大学という
環境が重要であると考えるし，やはり学生の主体的参
加をどう促すかということに関心が置かれている。学
生の主体的参加を促すためには，学生の主体的参加を
促すような授業形式や雰囲気を作り上げるのが重要だ
というのは疑いのないことであり，前節の通りそうし
た実践や研究も行われてきている。本稿では，そうし
た個々の授業実践を補う形で展開できることは何か，
あるいは個々の授業ではなく大学や部局等として行え
る取組みは何か，そうした取組みについて分析・考察
することを課題とする。
　福島大学では，本年９月28日に東北地域大学教育推
進連絡会議を主催したところである。その会議に先立
ち，「学生の主体的参加を促す学士課程教育に関する
調査」（以下，「福島大学調査」と略。）を実施した。
調査の目的は，大学教育の最終的なアウトプットやア
ウトカムに大きな影響を与える学生の主体的参加を
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促す取組みについて，その状況を明らかにすることで
あった。本稿では，他の調査等を補足的に取り入れ
つつ，主に福島大学調査の結果を検討することで，大
学や部局等による学生の主体的参加に影響を与えうる
取組みの状況の一端を明らかにする。なお，調査票は
７月11日付で発送し，東北地域に所在する，学士課程
を持つ48大学6（内訳：国立７，公立９，私立32）に
回答を依頼した。回答数は42，回収率は87.5％であっ
た。また，大学によっては学部ごとに回答を分けてき
たケースもあったが，その場合も県を超えていない限
り，大学単位に回答を集約した。
　さて，学生の主体的参加に大学として介入できる取
組みとしては，実に様々なレベルや制度を考えること
ができる。そのうち，福島大学調査では，「学生によ
る授業評価アンケート」「初年次教育テキスト」「学習
ポートフォリオ」の３つに限定し，調査を行った。ま
た，調査票の返送にあたっては，できる限り現物も合
わせて送付するよう依頼した。実際に送付にご協力頂
いた大学数は，授業評価アンケート28，初年次教育テ
キスト９，学習ポートフォリオ８であった。

４．分析
　⑴　学生による授業評価アンケート
　文部科学省「大学における教育内容等の改革状
況について（平成21年度）」によれば，国立65大学

（約76％），公立61大学（約79％），私立473大学（約
80％），国公私立全体で599大学（約80％）において，
全学的な学生による授業評価を実施している。あくま
で全学的な実施状況であり，一部の学部や研究科等で
実施されているものも含めれば，既にほとんど全ての
大学で行われているものと考えられる7。そうした状
況を勘案し，福島大学調査では実施状況は尋ねていな
い。学生による授業評価アンケートに関する質問項目
は，①授業評価アンケート項目の設定（問１，複数回
答可），②授業評価アンケートの実施形態（問２，複
数回答可），③授業評価アンケートを生かしたカリキュ
ラム改革の取組み（問３，自由記述），④授業評価ア
ンケート以外のカリキュラム改革に関連した学生アン

ケート（問４，自由記述）の４点である。
　授業評価の項目（問１）については，全学一律の質
問項目を設定している大学が多いが，学部や授業ごと
に設定しているケースも少なくない。実施形態（問２）
としては紙媒体で行っている大学が圧倒的に多い。

　さて，学生の主体的参加を促すという意味での授業
評価アンケートとして，どのようなものが考えられる
だろうか。例えば，授業評価をすることが自分もしく
は自大学で受ける教育全体の改善につながっていると
自覚できるような授業評価であることが考えられる。
すなわち，全学的に取り入れられた授業評価アンケー
トにおいても，質問項目や実施形態だけでなく，活用
方法も重要だということである。関内他（2009）の調
査では活用方法についても尋ねており，回答を寄せた
29大学全てが教員レベルのPDCA（教員自らの授業を
改善すること）を目的としている一方で，組織レベル
のPDCA（カリキュラムや教育条件の改善をすること）
を目的としている大学は16大学（55.2％）にとどまっ
ていることを明らかにしている。しかも，その回答に
も様々なレベルのものが含まれているという（関内他，
2009，141-142頁）。
　福島大学調査では，その活用については「授業評価
アンケートを生かしたカリキュラム改革の取組み」と
いうように「カリキュラム改革」に限定して尋ねてい
る（問３）。42大学中26大学（61.9％）は無回答もし
くは「カリキュラム改革にはつなげていない（授業改
善のみ目的としている）」といった類の回答を寄せて
いる。他の16大学の回答を見ると，カリキュラム改訂
に関わる全学委員会やワーキンググループの検討材料
としていると答えた大学が６大学（14.3％）あった。
その他の回答は概ね授業改善に関する内容であった
が，教員個人の責任で行っているのか，全学や部局で
の取組みなのかは明確には書かれていない。
　授業評価以外のカリキュラム改革に関連したアン
ケートの実施（問４）については，42大学中16大学が
有効な回答を記入した。実施時期に着目すれば，卒業
時（卒業年次）にアンケートを行っていると回答した
大学が６（14.3％），１年次に行っていると回答した図１　授業評価項目の設定（問１） 

図２　授業評価の実施形態（問２） 
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大学が４（9.5％），その他が８大学（19.0％）であっ
た。卒業時のアンケートでは，４年間の満足度調査ほ
か幅広い項目を，１年次のアンケートでは，入学意識
や補習教育の内容・難易度などの項目を調査している
ようである。また，その他には，随時の学生満足度調
査や，授業ごとのアンケート，学生参加型の会議を行っ
ているといった回答が見られた。

　⑵　初年次教育テキスト
　初年次教育には，実に様々な内容が含まれている。
文部科学省「大学における教育内容等の改革状況につ
いて（平成21年度）」によれば，初年次教育の内容と
して「レポート・論文の書き方などの文章作法を身に
付けるためのプログラム」，「ノートの取り方に関する
プログラム」，「プレゼンテーションやディスカッショ
ン等の口頭発表の技法を身に付けるためのプログラ
ム」，「コンピュータを用いた情報処理や通信の基礎技
術を身に付けるためのプログラム」，「フィールド･ワー
クや調査・実験の方法を身に付けるためのプログラ
ム」，「情報収集や資料整理の方法を身に付けるための
プログラム」，「学問や大学教育全般に対する動機付け
のためのプログラム」，「論理的思考や問題発見・解決
能力の向上のためのプログラム」，「将来の職業生活や
進路選択に対する動機付け・方向付けのためのプログ
ラム」，「社会の構成員としての自覚・責任感・倫理観
育成のためのプログラム」，「図書館の利用・文献検索
の方法を身に付けるためのプログラム」，「大学内の教
育資源（図書館を除く施設・設備・人員等）の活用方
法に関するプログラム」，「自大学の歴史の学習等，大
学への帰属意識の向上に関するプログラム」，「メンタ
ルヘルス等，精神的・肉体的健康の保持に関するプロ
グラム」，「学生生活における時間管理や学習習慣を身
に付けるためのプログラム」の15項目が挙げられてい
る。
　初年次教育は，学生をいち早く大学教育に引き込み，
大学の学びの意味と方法を学習者に体得させるなど，
学生の主体的な学びを促す重要な取組みであると言え
る。福島大学調査では，上述のような内容を含むテキ
スト等について，①作成状況（問5，「初年次教育テキ
ストなし」以外，複数回答可），②活用方法（問６，
複数回答可），③活用状況（問７，択一選択），④作成・
執筆者（問８，複数回答可），⑤今後の作成予定（問９，
択一選択），⑥テキスト普及のための取組み（問10，
自由記述）の６点を尋ねた。
　初年次教育テキストの作成状況（問５）について，
初年次教育テキストがない大学は42大学中27大学

（64.3％）に及んだ。残りの15大学のうち，１大学は
ごく限られた領域で，自由資料という位置づけという
ことであった（当大学は，問５では「その他」のみを
選択した）。続く問６～問８は，問５で「全学一律の

内容にて作成」「学部ごとに作成」「専攻ごとに作成」
のいずれかを選択した14大学，問９はそれ以外の28大
学に回答権がある。なお，初年次教育テキストがある
14大学のうち，11大学（78.6％）は全学一律の内容で
作成している。

　初年次教育テキストの活用方法（問６）について，
無回答が１大学あった。授業で使用が義務とされてい
るのは，無回答を除く13大学中２大学（15.4％，必修，
選択・選択必修の合計。）であり，多くの大学では必
修の授業での使用を奨励しているに過ぎない（９大学，
69.2％）。その他には，オリエンテーション時の配布
にとどめている大学や，単位とならない特別授業で使
用している大学があった。

　初年次教育テキストの活用状況（問７）について，

図３　初年次教育テキストの作成状況（問５） 

図４　初年次教育テキストの活用方法（問６） 

図５　初年次教育テキストの活用状況（問７） 
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全学生が利用しているのは14大学中６大学（42.9％）
で，その他の８大学では一部の学生のみの活用となっ
ている。
　初年次教育テキストの作成・執筆者について，作
成・執筆者として最も多いのは，専門教育科目担当教
員や共通教育科目担当教員である（それぞれ６大学

（42.9％）ずつ）。その他，FD関連組織や教務担当職
員などの作成・執筆の場合もあるが，大学によって様々
のようである。

　初年次教育テキストの今後の作成予定（問９）に
ついて，初年次教育テキストがない28大学のうち，
無回答が１大学あった。残りの27大学のうち17大学

（63.0％）は作成の予定がなく，10大学（37.0％）は
検討中としている。そして，現段階で作成の予定があ
ると答えた大学はなかった。
　テキスト普及のための取組み（問10）については，
無回答の大学が多く，記載している大学においてもほ
とんどがテキスト普及に限らず初年次教育全般の概要
を回答していた。その中で，テキスト普及のための取
組みとしては，「全学の（編纂）委員会を作っている」
や「センターにおいて全学レベルで取組みを行う」と
いった回答が見られた。

　⑶　学習ポートフォリオ
　学習ポートフォリオは，初中等教育「総合学習の時
間」の評価法としては導入が進んでいるが，高等教育

政策としては2008年中央教育審議会答申「学士課程教
育の構築に向けて」の中に登場した，比較的新しいツー
ルであると言える。多元的な評価の１つとして，学習
者の「省察」を含むものであり，やはり学生の主体的
な学びを促すものであると言える。
　福島大学調査では，学習ポートフォリオについて，
①作成状況（問11，「学習ポートフォリオなし」以外，
複数回答可），②記入時期（問12，複数回答可），③記
入方法（問13，複数回答可8），④活用状況（問14，
択一選択），⑤記入状況のチェック（問15，複数回答可），
⑥今後の導入予定（問16，択一選択），⑦学習ポートフォ
リオ普及のための取組み（問17，自由記述）の７点を
尋ねた。

　学習ポートフォリオの作成状況（問11）について，
学習ポートフォリオがない大学は42大学中22大学
（52.4％）であった。学習ポートフォリオを作成して
いる大学では，全学一律の内容は少数派で，学部・専
攻ごとに作成しているようである。その他としては，
一部の学科や教育プログラム・授業（教職課程・PBL
学習など）のみで作成していると回答した大学が多
かった。続く問12～問15は，問11で「全学一律の内容
にて作成」「学部ごとに作成」「専攻ごとに作成」のい
ずれかを選択した12大学に，問16はそれ以外の30大学
に回答権がある。

　学習ポートフォリオの記入時期（問12）については，
学期の終わりに記入させている大学が12大学中７大学

図６　初年次教育テキストの作成・執筆者（問８） 

図７　初年次教育テキストの作成予定（問９） 

図８　学習ポートフォリオの作成状況（問11） 

図９　学習ポートフォリオの記入時期（問12） 
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（58.3％）と多かった。その他としては，「毎日」「随時」
という回答の他，学年や学期の始まりの時期と答えて
いる大学もあった。
　学習ポートフォリオの記入方法（問13）については，
12大学中10大学（83.3％）とほとんどの大学が紙媒体
としつつも，WEBと答えたところも５大学（41.7％）
あった（紙媒体とWEBの両方を選択した大学は３大
学，25.0％）。

　学習ポートフォリオの活用状況（問14）については，
全学生と答えたのが12大学中5大学（41.7％）で最も
多かったが，一部の学部の学生も次いで多かった。

　学習ポートフォリオの記入状況のチェック（問15）
については，全12大学（100.0％）が教員，４大学

（33.3％）が記入者本人と，ある意味当然の回答をし

てきた一方で，それ以外にチェックする人はほとんど
いないということが見て取れる。
　学習ポートフォリオの今後の導入予定（問16）につ
いて，学習ポートフォリオがない30大学のうち，無回
答が８大学あった9。残りの22大学のうち，導入の予
定はないと答えたのは12大学（54.5％），検討中は10
大学（45.5％）と，初年次教育テキスト（図７）に比
べれば導入の検討が進んでいるようである。しかし，
現段階で導入の予定がある大学は，初年次教育テキス
トと同様に，やはり皆無である。

　学習ポートフォリオ普及のための取組み（問17）に
ついても，学習ポートフォリオの概要を記載している
大学がいくつかあった。その中で，学習ポートフォリ
オ普及のための取組みとしては，「学習ポートフォリ
オをテーマとしたFDワークショップ・講演会を行っ
た」，「趣旨や操作方法等について，学生及び教員に対
し，説明会（ガイダンス）を実施した」，「既にある学
内のシステムにつなげている」などが挙げられていた。

５．まとめ
　⑴　分析結果のまとめと考察
　本稿では，大学教育（学士課程教育）の充実の度合
いを決めるのは究極的には学生のアウトカムと捉え，
学生のアウトカムを向上させる「学生の主体的な学
び」を促すための取組みについて，調査・分析した。
個々の授業の改善については様々に実践・研究が進め
られているが，本稿では大学や部局等として行ってい
る取組み―具体的には，「授業評価アンケート」「初年
次教育テキスト」「学習ポートフォリオ」―について，
対象を東北地域にある学士課程教育を持つ大学に限定
し，検討した。
　授業評価アンケートについては，紙媒体によって全
学一律の項目を設定する大学が多い一方で，学部や授
業ごとに設定する場合も多かった。活用の方法・目的
については，全学的なカリキュラム改革の検討材料と
しているとした大学は全体の14.3％とそれほど多くな
く，授業改善がメインとなっている。また，約４割の
大学ではカリキュラム改革に関連して別の調査を実施

図10　学習ポートフォリオの記入方法（問13） 

図11　学習ポートフォリオの活用状況（問14） 

図12　学習ポートフォリオのチェック（問15） 

図13　学習ポートフォリオの今後の導入予定（問16）
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している。
　初年次教育テキストについては，作成している大学
は35％ほどであった。内容は全学統一としている大学
が多いが，授業で使用を義務付けている例は少なく，
それゆえ，全学生が利用している大学も半数以下で
あった。また，作成・執筆には，専門・共通教育担
当の教員をはじめ，多種多様な人が関わっている。初
年次教育テキストをまだ作成していない大学について
は，作成の予定がないとした大学が多かった。
　学習ポートフォリオについては，導入している大学
は半数弱であった。内容は全学一律よりも，学部や専
攻ごとの内容の場合が多い点で，初年次教育テキスト
とは様相が異なっている。学期の終わりに書かせてい
る大学が多いが，随時記入や学年・学期の始めの場合
もあるようである。内容が学部や専攻ごとであること
を反映してか，一部の学生の利用という場合も多い。
また，基本的には記入者と教員で内容をチェックして
いるようである。学習ポートフォリオをまだ導入して
いない大学については，導入予定なしと検討中が半数
程度であった。
　以上のことから，大学や部局等として学生の主体的
な学びを促す仕組みの導入は，少なくとも本稿で取り
上げた取組みにおいてはあまり進んでいるとは言い難
い。授業評価アンケートは1990年代初頭から全国の大
学で取り入れられ，実施率は相当に高い一方で，学生
の主体的な学びにつながるような活用となっているか
は疑わしい。初年次教育については，平成21年度現在
617大学（約84％）の大学でさまざまな形で実施され
ているが10，福島大学調査での「初年次教育テキスト」
の作成状況を見ると，体系的に行われているとは言え
ないかもしれない。また，今後の作成予定もあまり検
討されていなかったのも事実であった。ただし福島大
学調査では，初年次教育テキストを「自大学で独自に
作成したもの」に限定しているため，既に市販されて
いるテキスト等を使い，体系だった初年次教育を展開
している大学はもちろんあるかもしれない。問題は，
様々な形の初年次教育について，学生たちが「なぜ今
これを学んでいるのか」「４年間，もしくは職業生活
への移行を考える時に，この授業はどういう意味を持
つのか」といったことを理解しながら学んでいるかど
うかである。だからこそ，さまざまな内容を持つ初年
次教育を実施しているかどうかではなく，体系だった
テキストがあるかどうかを福島大学調査では聞いたの
であるが，初年次教育の目的から内容まで，一貫した
ものとなっていなければ，学生たちからは初年次教育
の授業は「124単位のうちの２単位」としか見做され
ていない可能性がある。学習ポートフォリオについて
も，導入している大学は少なく，今後の導入も考えて
いない大学が少なくなかった。学習ポートフォリオは，
その導入状況から察すると，全学的にというよりは，

教育内容（プログラム・専攻等）によって必要とされ
ている（必要だと判断されている）度合いが異なって
いるのかもしれない。はたまた，高等教育政策の中で
推奨されたのが遅く，大学はいまだ導入や実施方法に
ついて悩んでいる段階なのかもしれない。

　⑵　今後の課題
　学生の主体的な学びを促す取組みが重要であるとは
言え，本稿の学習ポートフォリオの導入状況に見られ
たように，究極的には学部や学問等の特徴を考慮し
て，必要に応じて導入すれば良いことである。むしろ，
取組みの導入率の高低よりも重要なことは，学生の主
体的な学びやそれを促す取組みの意味や重要性につい
て，どうすれば学生自身に理解させられるかを考える
ことである。「学生は昔とは変わった」とはしばしば
言われることであるが，それが事実かどうかは大した
問題ではなく（社会全体や教育制度全般としては考え
なければならない問題かもしれないが），現実に入試
を突破して大学に入学し，目の前にいる学生の成長を
促す努力を大学は惜しんではならない。先行研究の示
す通り，学生の成長には学生のエンゲージメントが大
きく影響している。個々の授業で学生の主体的参加を
促したいならば，協同学習や能動的学習といった形で
実際に学生を巻き込むことができるが（必ずしも容易
であることを意味している訳ではない），制度的に学
生の主体的参加を促したいならば，その制度の持つ意
味を学生に理解させないことには，学生の主体的参加
を促すことは難しく，単なる形だけの導入となってし
まう。主体的な学びを促す取組みの導入もさることな
がら，その取組みの意味するところを効果的に伝える
（理解させる）方法も合わせて考えなければなるまい。
本調査では，学生の学びを促す取組みと考えられるう
ち，授業評価アンケート・初年次教育テキスト・学習
ポートフォリオの３つを取り上げたが，もちろんその
他にもさまざまな取組みがあるだろう。福島大学調査
では，最後に「学生の主体的参加を促す教育改革の取
組み」に関する自由記述項目を付した。そこでは，有
効な回答を寄せた10大学のうち６大学が有効な授業形
態（PBL学習・少人数学習・ワークショップ型学習等）
を導入している旨を記載している一方で，学生ニーズ
に合った授業を開講するためのアンケート調査（ニー
ズ把握調査）を実施している大学や，学生をFD活動
（学生による講義参観・FDワークショップ・教員と意
見交換等）に参加させる取組みを実施している大学も
あった。学びそのものを促すだけでなく，教職員と学
生，もしくは学生同士の交流を促すような取組みと
いった，学生の学びを取り巻く環境そのものを作り上
げることも重要かもしれない。そうした環境自体が，
上述のような学生の主体的な学びを促す取組みの意味
を学生に理解させる機会となるなど，広い意味で学生
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の主体的な学びを促す仕掛けとなりうるからである。
そうしたより広い意味での取組みについても，今後よ
り深く研究を進めて行きたい。

【注】
１） 福 島 大 学WEBサ イ ト，http://www.fukushima-u.
ac.jp/edu_info/index.html， http://www.fukushima-u.
ac.jp/new/6-syokai/naiyo/dp/index.html（最終アクセ
ス：2011年９月30日）。

２）Social Stratification and Social Mobility（社会階層と
社会移動）調査の略。1955年以降10年ごとに，大規模調
査が行われている。

３）I-E-O モデルの「I（入力：Input）」は，学生の大学入
学前の成績や，モチベーション，希望進路，属性などを
含む。「E（環境：Environment）」は，学生の成長や変
化に影響を及ぼす要因（①カリキュラム，②授業の経験，
③授業外の経験，④大学機関の特徴）などを指す。「O（出
力：Output）」は，大学に在学したことによって発生す
る経験や生産物を示す（野田，2009，133頁より）。

４） 同 志 社 大 学WEBサ イ ト，http://kir013749.kir.jp/
kaken/pdf/2010_10_22.pdf（最終アクセス：2011年９月
30日）。

５） 文 部 科 学 省WEBサ イ ト，http://www.mext.go.jp/
a_menu/koutou/daigaku/04052801/__icsFi les/
afieldfile/2011/08/25/1310269_1.pdf（最終アクセス：
2011年９月30日）。

６）大学の本部が東北地域以外にある場合も，調査の対象
としている。なお，学部によって所在県が異なっている
場合にはそれぞれ調査票を送付しているため，厳密には
48「大学」ではないが，便宜上ここでは48大学という表
記をしている。

７）平成18年度までの同調査では“全学的”な学生による
授業評価に限らず調査しており，平成18年度時点で既に
約97％に達していた。

８）調査票では複数回答可とはしなかったが，両方に回答
する大学があったため，分析上はこのように処理をした。
この点には留意されたい。

９）ただし，このうち７大学は問11で「５」と答えており，
既述のように一部の学科や教育プログラム・授業では作
成していると答えていた大学である。調査票設計上のミ
スという点も否めない。結果を読み取る際には，留意が
必要となる。

10）上記文部科学省WEBサイト。
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