
はじめに

大学教育においても能動的な学習の重要性、学習者主体の学びが重視されている ）。学生

が自主的に問題を発見し、解決できるようになる能力を身につけるための有効な学習の手法

が研究、開発されている。どのメソッドが最も有効かということではなく、授業形態、履修

の条件、科目の目的、到達目標、受講生の資質などに適した方法を、それぞれの教員が工夫

することがあるべき姿であるというのが筆者の立場である。

ここに報告する授業実践も個々の条件に応じて異なる手法を試みている。しかし、いずれ

の実践においても共通して言えるのは、授業を教員・学生間、学生間の知的交流の場とする

ことが学習者の能動的な学習態度を喚起すること、そして学習スキルを向上することにもつ

ながるということである。以下、第 節では講義科目、第 節では外国書を講読する科目で

実践した授業方法を紹介し、その効果を具体的に述べる。第 節ではそうした実践の初年次

演習科目への応用と新しく取り入れた試みの成果を報告する。
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おわりに 今後の課題

）中央教育審議会答申（ 年 月 日）は以下のように謳っている。 従来のような知識の伝達・注入
を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与え
ながら知的に成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学習（アクティ
ブ・ラーニング）への転換が必要である。



．教養科目（講義形式）における実践

本節では教養教育科目での授業実践について報告する。筆者は つの芸術系大学で選択科

目の 政治学 を担当した ）。履修する学年は様々である。登録はしているが最初から最後

まで出席しない学生も多く、出席率は良くなかったが、出席する学生の受講態度は良かっ

た。出席者数は年度によって違いはあるが 数名 数名程度で、私語のない授業ができ

た。

授業の達成目標をどこに定めるか

政治学は多様な方法論からなる学問分野で、扱うテーマも多岐にわたる。そのため政治学

の一般的な基礎理論ないし原論を講義するのは難しい。では、そのような学問分野を大学の

半期の教養科目で学ぶにあたって、受講生に何を得てもらうか。筆者は川原彰氏の次の言葉

を指針とした。（政治学科で学ぶことのうち、）一番大切なのは、細かい知識や情報ではな

くて、政治学の体系のなかにひそんでいるこういう政治学的なものの考え方を体得し、それ

とともに学ぶものが人間的に成熟してゆくということ ） である。シラバスにはよりわかり

やすく以下のように表現した。すなわち、授業の目的は 政治や社会の問題に関心を抱く

きっかけになるようにする ことである。その目的のため二つの目標を掲げた。一つは 身

近な社会の問題を通して、政治学的なものの見方を養い、政治との関わり方を考える こ

と、もう一つは 芸術と政治 について考えることである。芸術系の大学であることを鑑み

てテーマをしぼりこんだのである。

このような授業の目的と目標を理解してもらうため、 回目の授業では 政治、政治学と

聞いて思い浮かぶ単語 を書き出してもらうことを恒例とした。それらの語群は 回目の授

業で分類して紹介する。学生は配布された語群を見て、他の受講生の知識や発想の豊かさに

驚く。受講生から挙がった語を羅列するだけでも政治（学）がいかに幅広いテーマを含むか

を一目瞭然で知るのである。自分や他の受講生が書きだした語群が授業の出発点になること

を自覚することで、政治（学）と自分との関わりを考えるという授業の目的・目標を自覚す

ることになるのである。学生の声を紹介する。

政治が遠く、自分とは関係のないものだと思っていたが、少し身近に感じることがで

きた。自分が入っていってもいい世界なんだと思えた。

政治学的なものの考え方を習得するのは楽しいだろうと思う。これから生きていく中

で、自分の視野を広げてくれる有益なものになると感じた。

授業実践と評価方法

上で述べたような授業の目的に沿うために、一方的に講義を聴くだけではなく、受講生の

疑問や興味関心を紹介し、それに答える時間も適宜、取り入れることにした。次項ではその

具体例と効果を紹介する。
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）京都造形芸術大学（ 年度のうち 学期）、京都精華大学（ 年度）。いずれも半期 単
位。
）川原（ ） ページ。
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ミニッツペーパーの提出とフィードバック

授業では毎回、演習や感想の提出を課した。ミニッツペーパーとよばれる方法である。授

業の最後または途中に指定した お題 に沿って書く場合と、自由に感想を書いてもらうと

きがあった。 お題 の一例を紹介する。

政治参加の形態（政治への関わり方）にはどんなものがあるでしょう。

【映像資料】 スペシャル 変革の世紀 第 回（ 年 月 日放送）

社会を変える新たな主役 を見て、ハンガリーで始まった新しい制度について、

メリット、 疑問、質問、気になる点を書きなさい。

芸術を専攻する学生たちは表現することが好きである。毎回意欲的に書いてくれた。時に

はイラストで表現する学生もいて、毎回授業後に読むのが楽しみであった。

今日は何を書こうかと意識して講義を聴き、書くことで授業を振り返ることができる。名

前だけ書いて出しても出席とは見なさないと毎回宣言していたので、はじめから突っ伏して

寝るような学生はほとんどいなかった。

学生が書いたものは打ち込んで次の回以降のレジュメに掲載した。疑問、質問には回答を

書き添え、学生が誤解している思われることは再度解説した。すべてを掲載すると膨大にな

るので同様の意見は一つにしぼった。長い文章は適宜、抜粋、編集した。口語的な表現、拙

い文章であっても基本的には学生の書いた文章を使った。生き生きした感想や意見が伝わる

からである。明らかに文法的に間違っている場合は、文意が通る程度に修正を施した（資料

）。

学生は、教員の話したこと以上に、ほかの受講生から出てきた感想や意見に刺激を受け

る。第 回目の授業での感想を紹介する。

皆が書いた語句を見ていると、自分が思いつかないような語句がかなりあったので、

感動に近いものを感じた。

あー、それもあった、みたいなのが色々とあった。ちょっとくやしかった。

筆者自身も学生から教わることが多々あった。例えば授業内容に関係のある おすすめの

本 や おすすめの映画 を紹介すると、関連する別の作品をすすめてくれる学生がいた。

また、まちづくりや廃校利用について紹介すると、出身地のまちおこしの取り組みや、親族

の活動、学生自身や大学の取り組みについて書いてくれる学生もあった。そのような情報は

確認の上、後日授業で紹介した。このように、講義科目であっても、教員がいつも提供する

側であるばかりでなく、学生にも知識や情報を提供してもらうことは可能である。それは教

える側にとってもおおいに刺激になる。

マイクを回して発言を促す

資料の音読や発言、発表をしてもらう回も設けた。この方法は、授業の内容や進行上の都

合も鑑みて開講からひと月ほど経った回に実施した。このころには登録も完了し、出席メン

バーが安定してくる。緊張感と安心感が程よいバランスをとるようになり、教員に対する信

頼感ができている時期だからである。

発言や意見を求める際には、時間をとって個人で思考したことを書きだしてからにする。



授業中にほかの受講生の前で意見や感想を述べることは恥ずかしい学生でも、時間をとって

紙に書くのであればハードルが下がる。学生が作業をしている間は机間巡視をしてヒントを

出したり褒めたり、もっと書くよう励ましたりする。発言を促すにはマイクを回すのがコツ

である。マイクがあれば大きな声を出す必要がないのと、誰が当っているかが明確になるの

で、きちんと発言しようとする。書いたものがあればマイクが回ってきたときに発言を拒否

する学生はほとんどいない。受け身の姿勢から自ら考える学びへの転換を意識するきっかけ

になったのではないかと思われる。

教員の学びを紹介する

毎週配布するレジュメに 今週のおすすめ として、授業内容に合った本や映画を載せ、

口頭でも紹介した。教員も現在進行形で学ぶ仲間の一人であることを示し、大学とは一方的

に知識の体系を教え込んでいるのではなく、学びの対話をする場であるということを感じて

もらうためである。なお、何かを紹介するときには視覚に訴えると効果的である。書籍など

は現物を （教材提示装置）で映すと簡便である。

授業と関連があって、かつ受講生が読もうと思えるような本を毎回選ぶのは楽しいが難し

い。自主的に読んでくれた学生がいたのは嬉しい反応であった。

紹介してもらった本を全部読んでいこうと思い、山口二郎さんの 政治のしくみがわ

かる本 を読み始めて、まだ全部読んでないのに今回のオススメ本も読みたいのばか

りで良い意味でやんなります… でもがんばって読んでいきたいと思います。

なお成績はミニッツペーパーと期末レポートで総合的に評価した。期末レポートには、授

業で紹介した本から一冊選んで、本の紹介、授業内容とどう関連するか、またそこから何を

学んだかを書くブックレポートを課した。取り組みの手順や、レポートの書き方についても

講義し、質問を受け付けた。

学生の反応

以上のように、講義科目における筆者の実践は特に変わったものではないが、学生が自ら

考え、人の意見を聴くことで刺激を受け、授業で得たものを生活に活かしていくきっかけを

作ることができた。学生の声を紹介したい。

最近、四コマやテレビ欄だけ見ていた新聞を他の所も少しずつですが読むようになり

ました。政治や環境問題は知らなかったで言い訳にならないことなんだなと思いまし

た。知っていくことによって自分の中の知識もふえるし、もしかすると自分の中の考

えもかわっていくかもしれないということが分かりました。これからはもっと新聞を

読んで新しい世界にふれていこうと思うようになりました。

この半期でだいぶ政治が身近なものになりました。もっと身構えないといけないもの

かと思っていたので。これからの生活に役立てていきたいです。

そして、毎週学生の反応を受け取ることで、教員も学生から学び、知的刺激を受けること

ができたのである。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



能動的学習を促すための知的交流の場をつくる取り組み（橋本）

．外国書講読科目での実践

次に外国書を講読する授業（同志社大学 原典講読（イギリスの法と政治）） と関西大

学 外国書研究 ））での実践を報告する。両科目とも法学部の設置科目で、必修ではな

い。同一科目名で複数クラスが設置されていて、学生は各自シラバスを読んで選ぶ。同志社

大の 原典講読 は登録制限人数の 名でスタートし、 回目あたりで 数名に落ちつ

く傾向にあった。関西大の 外国書研究 は上限が 名だが、これまでは 名が受講し

ている。スタート時の出席者が減ることはなかった。どちらの科目も、必ずしも履修する必

要のない科目をあえて選んで来ているので、真面目で意欲的な学生が集まる。

授業の達成目標をどこに定めるか

授業の目的は 現代社会における諸問題への理解を深めること とした。達成すべき目標

は以下のように掲げた。

．原典（英語）資料を正確に読む習慣をつける

．資料を読み、要点を適切な日本語で表現できるようになる

．資料を理解するための基本的な調査・研究方法を身につける

シラバスには、 課題がめんどうだったり，毎週出席できない人，発表が嫌だという人に

は向かない授業です 受講生の関心のあるテーマを積極的に取り上げ，みんなで一緒に勉

強していきたい 知りたい・学びたいテーマを持っている人，調べて発表することが好き

な人、人と共同して学習することを厭わない人を歓迎します と明記し、初回の授業でも強

調した。

これには過去に試みたグループによる調査・発表について好・不評が分かれたことへの反

省がある。不評の理由は 人と共同で発表するのが苦手、嫌 何もしない人がいた （いわ

ゆるフリーライダー問題）といったものである。フリーライダーへの不満は真面目で優秀な

学生から出る。意欲ある学生が充実感を得られず、同輩を軽蔑、敵視する事態を引き起こす

ようでは問題である。そこでクラス全体が共同して学習できる状況を作れないかと考えて以

下の方法に行き着いた。

授業実践と評価方法

毎週の課題提出とフィードバック

初回に授業の進め方をていねいに説明する。ほぼ毎回課題を作ってきて授業にのぞむこ

と、全回出席は当然であること、成績は課題提出の頻度と内容、授業態度を総合的に評価す

ることである。

課題は予習として作成する（資料 ）。配布した英文記事を読み、要旨を 行ほどと、記

事の内容に関連する事項を ， 項目調べてレジュメにする。これを 一枚に収める。項

目を分けるのは、授業中に発表する際、適度な長さになるようにするためである（発表につ

）法学部の外国語科目。 年次以上の配当。 年度担当。
）法学部の専門科目。 年度から担当。



いては後述）。典拠には必ず活字資料を含むこととした。インターネット情報だけで良いと

すると、皆がグーグル検索で一番上に挙がったページを参照して調べた気になってしまうか

らである。活字資料を使うと内容が多様になり情報の質が明らかに上がる。これを半期 回

の授業で 回前後、提出する。課題は授業開始までに作成、 部印刷して持参する。そこに

授業中、教員の説明やほかの学生が発表したことをメモして授業の終わりに提出する。メモ

は一言一句書きとめる必要はないが、あまりに少なければ評価を下げる。これによって、課

題だけ出して授業を休んだり、説明や発表を聞かずに内職したりすることは不可能になる。

提出した課題は翌週に添削・コメントして返却した ）。

精 読

授業では英文資料を精読する。一回の授業で で ページから ページ相当の記事を

読むくらいが程よいように感じる。主に時事問題を取り上げているので、受験勉強で覚えた

訳語では意味が通らないことが多々ある。わかっているつもりの単語でも辞書を引くよう指

導している。一言一句、何を意味しているのか、もっとも適する訳語、専門用語は何かを確

認して読み進めていく。和訳はアトランダムに当てる。分量も定めていない。いつ、どの部

分が当るかわからない。あらかじめ当る箇所がわかっていると学生はその部分しか精読しよ

うとしないからである。当ったときには堂々と大きな声を出すよう指導している。基礎的な

英語力は備わっている学生たちだが、時事的な英文を適切な日本語で表現する力はまた別で

ある。訳が下手であったり、間違ったり、予習してもわからない部分があったりしてもかま

わないとあらかじめ言っておく。詰まればヒントを与えたり助けたり励ましたりする。それ

によって学生は発表することを怖がらなくなり、自信をもつようになる。こなれた訳をする

学生は褒め、多めに訳してもらって華を持たせることもある。逆に、あきらかに予習不足で訳せ

ない場合や居眠りしていて当った箇所がわからないような場合には、ほかの学生に交替させる

こともある。このように毎回の授業を進めるので、学生は油断できない。私語は皆無である。

調査の発表

テキストのテーマは時事的なものを選んでいる。一つのテーマに 、 回かける。学生の

反応を見て、少しずつテーマをずらしていく。例えば、原子力発電所事故の影響に関する記

事を読んだあと、再生可能エネルギーの記事を読み、環境問題というつながりで海洋ゴミに

関する記事を読むというような具合である。時には、学生が調べてきた事柄や資料をヒント

に次のテーマを決めることもある。

ある程度のまとまりを訳したところで、資料（テキスト）に関連した事項について調べて

きたことを発表してもらう。発表はまったくの任意である。順番も回数もこちらからは決め

ない。一人がしゃべりすぎて他の学生の発表の機会を奪わないよう、一度の発表では一項目

に留める。先に発表した人とまったく同じことは発表できないが、内容を補うような発表は
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）英文の要約を書かせて提出させたこともあったが、要約の添削は教員の負担が大きい。かといって提出
させておいて添削せずに授業で解説するだけでは一方通行で面白みに欠ける。労力のわりに効果も低いの
で調べものをする方式に変えた。しかし内容をよく読まずに調べものだけをする学生がいたので、要旨も
書く方式に変えた。
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奨励した。学生によって回数に差が生じるが、発表回数は評価に反映させると予告している

ので、ほとんどの学生は積極的に発表する。

効 果

このような授業を半期間繰り返すことで、英文を読み、調べ、レジュメにまとめ、人前で

発表し、他人の発表をノートにとるというスキルを総合的に向上させることができる。第

節で紹介したミニッツペーパーへのフィードバックが生む効果と同様、課題添削や発表を通

して教師と学生の間に知的交流が生まれる。学生の充実感や満足度も高い。

それ以上に学生に良い影響をもたらすと思われるのは、他の学生の発表を聴くことで、学

生間で知的な刺激を与え合えることである。興味深いことに、学生は示し合わせたり相談し

たりしなくても、徐々にオリジナリティのある事項を調べるようになる。テーマから逸脱し

ない程度に人と違うところに着目して資料を探すようになるのである。なかには 年生の春

にして英文雑誌の記事や専門的な論文を使って調査する学生もいるということを他の学生は

知り、発奮する。

そうなると、それぞれが自分の出番や役割を考えるようになる。基本情報を他の学生に先

駆けて発表して授業を活気づける学生もいれば、専門的なことを調べてきて他の学生の発表

が落ち着いたころに発表しようとタイミングを見計らう学生も出てくる ）。

なお、履修人数が少ないクラスの場合、発表によってもたらされる情報量は少なくなる

が、別の効果が見られる。調べてくる項目がお互いに重なると発表することがすぐに尽きて

しまうので、人数の多いクラスよりも、さらに個性的な内容を調べてくるようになるのであ

る。相談して分担するわけではないのに自然と 棲み分け ができてくる。ある学生は大き

な概念を調べ、ある学生は具体的事実を詳細に調べる。どうやってその項目に行き着いたの

か、その過程を聞かせてもらうこともある。また人数が少ないと一回の授業で何度も訳が当

るので、英文読解の力は著しく伸びる。学生同士が仲良くなってゼミのようなクラスが形成

できるのも利点である。

このように、必ずしもグループ学習の形をとらずともクラス全体で知的刺激を授受するこ

とは可能である。教える側も教わることが多い方法である。

．初年次演習科目での実践

本節では一年生向けの基礎教育科目での授業実践について報告する。対象科目は 年度

後期の大阪商業大学の 基礎演習 である。

授業の概要と目標

基礎演習 は一年生の後期に履修する必修科目である。前期の 基礎演習 は ク

ラス 名前後で 名の専任教員と非常勤講師 名が担当するが、後期の 基礎演習

）これは知っておいてほしいという事項が学生から出なかった場合は筆者が補足説明をしている。



は クラスに分かれて、 基礎演習 を担当した専任教員がそれぞれ クラスを担当す

る。 クラスは 名前後になる ）。筆者が 年度に担当したのは経済学科（ 名）と経営

学科（ 名）の クラスである。

基礎演習 は全学共通科目で、シラバスや成績評価基準は クラス共通である。大学

での学修を円滑に進めるスタディ・スキルを身につけること、就業力の基礎を身につけ、将

来の進路をみすえた学修の必要性に気付くことがこの科目の目標である。

授業実践と効果

学習記録カード の導入

学習記録カード は、授業のしめくくりに学生が自分の活動や学習の記録を記入し、教

員がコメントをつけて翌週に返すためのカードである（資料 ）。 の厚紙両面に 週分

の欄を設けている。学生と教員との信頼関係、親和関係をつくるツールとして導入した ）。

三重大学で開発された 大福帳 を参考にした ）。

基礎演習 は必修科目で、クラス分けも開講曜限も担当者も学生本人が選べるわけでは

ない。何を学ぶのかも科目名からはわかりづらい。受講生がはじめから高い学習意欲を持っ

て参加することは期待できない科目である。また、まわりの学生と積極的に交わらない学生

も少なからずいる。そのため、一人で行動する学生が居づらくないようにするためにも、教

員と個人的に交流する機会やツールをもつことが重要である。

カードの名前は 学習記録 としているが、何を書いても良いことにした。ほかの学生に

内容を見せることはしない。教員との 交換日記 みたいなものなので安心して記入するよ

う冗談めかして言うこともあった。ただし、定期的に一定の分量の文章を書く練習も兼ねて

いるので、何でもいいから必ず書くこと、欄を埋める努力をするよう指示した。学生からの

抵抗はなく、促さなくても書く習慣がすぐにできた。

このカードでどのような効果が得られたか。まず学生の個性が把握できた。饒舌な学生が

一言二言しか書かないかと思えば、逆に無口な学生がウィットに富んだことを書くこともあ

る。授業内容を淡々と書き続けるだけの学生、資格試験への抱負を語る学生など実にさまざ

まである。サークル活動のこと、アルバイトのこと、帰省時のこと、友人との旅行、体調を

崩したことなどを報告してくれる学生もいる。おとなしい学生の意外な一面がわかったり、

会話の糸口ができたりしたことは大きな収穫であった。

どのような本を読めばいいかと助言を求めた学生もいた。返答とともにおすすめの本を貸

したところ気に入ってくれたので、その後もその学生が好みそうな本を何冊かすすめた。

カードがなければ、この学生とはそうしたやりとりは生まれなかったと思う。学生との知的

交流の糸口にできるツールであると確認できた。なお、このカードは欠席した週の欄が空白

になるので、休みがちな学生に危機感を持たせる効果も高い ）。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）前期の 基礎演習 を履修できていなくても登録、受講する。
）坪井、松本（ ）を参照。
）須曽野（ ）ほかを参考に作成した。
）大阪商業大学では携帯電話による出席確認システムを導入していて、本人と教員が 上で出席状況を
確認できるが、カードは出席状況が一目でわかる点が便利である。
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授業時間内のパソコン（ ）による課題作成

基礎演習 では 回のレポート提出を課す。これらの課題を授業中に で作成し

た。 年生の スキルは個人差が大きい。既に相当の訓練を受けてきた学生もいれば、ほ

とんど経験のない学生もいる。そこで、電源の入れ方、ワード文書の開き方から一つ一つ確

認しながら進めた。最初は数十分かけて数行のレジュメを作るだけで精一杯であった学生で

も、 、 度で体裁の整ったものを作れるようになった（資料 ）。課題は添削して返却し

た。学生は直して再提出する。ときには何度も直させることもあった。時間内にできなけれ

ば宿題にした。

課題作成にあたっては、まずは 型 （資料 ） 見た目 を整えることの大切さを重視し

た。一目でテーマと構成がわかる文書を作れるようになれば内容も伴ってくるからである ）。

この取り組みの効果は、まず スキルの向上である。どの学生も体裁の整った文書を短

時間で作れるようになった。授業中の居眠りや内職をほぼなくすこともできた。さらに知的

交流の場を創るのにも役立った。説明中の私語は厳しく注意したが、作業中は沈黙を強いな

かったので、授業に関係のないおしゃべりも多少は生じたが、学生同士で協力、手助けする

場面もよく見られた。また、手書きでの課題作成よりも での作成の方が作業を見られる

ことに抵抗が少ないのか、 操作や課題の内容に関する質問が次々に出て、教員の側も

じっとしている間がないほど学生と関わることができたのである。

個人の課題をもとにしたグループ発表

基礎演習 では 回の発表が必須で、うち 回は後半にグループ発表を取り入れるこ

とになっていた。充実した内容をともなった、フリーライダーが発生しにくいグループ学習

をしたいと考えた。そこでグループワークの回までに でのレジュメ作成を 回、個人発

表を 回実施し、調査と発表に慣れておくようにした。グループワークにおいても、まずは

一人一人でテーマに沿った事項を調査したレジュメを作成し、それを集めてグループで一つ

の発表をつくった ）。グループのレジュメは ではなく黒板に直接書くことにしたとこ

ろ、グループでの相談もしやすく、クラスへの発表の際にも注目が集まって良かった（資料

）。アナログなツールの方が使いやすく効果的な場合もある ）。

この方法の利点は次の通りである。学生が各自で調査をしてくるので発表内容が質、量と

もに充実する。それらを融合させて一つの発表を作るので、どう筋道を立てるか、問題関心

や発表の構成について、より深く考えることができる。調査の内容やレジュメの作り方をメ

ンバーから学ぶことができる。課題を作ってこなかった学生も後で個人のレジュメを提出し

なければならないので、グループ作業に無関心でいられない。結果、フリーライダーはほぼ

）同時に 問題関心 を書くことを重視した。例えば、各自が自由に選んだ人物を紹介するレジュメを作
成する課題であれば、なぜその人物を選んだのかを熟考させた。この部分は学生によって差が出る。 な
んとなく 好きだから 本当はそんなに興味はないけど誰か選ばないといけないから というところで
止まってしまう学生もいる。そういった学生にはこの部分を何度も書き直させた。
）評価は個人作成のレジュメとグループへの貢献度で行うと予告した。
）先行するクラスでは でグループのレジュメを作った。各自のデータをやりとりして一つのレジュメ
にまとめ、その場で印刷し、ほかのグループに配った。この方法は、ほかのグループの進捗状況がわかり
づらく、進行の遅いグループを待って時間が押してしまった。そこで後攻クラスは板書にしたのである。



発生しなかった。なお グループは 人を上限とした。

学生の反応

最後に学生の声を紹介したい。以下はいずれも最終授業で複数の学生から挙がった感想を

要約したものである（記名による自由記述）。

後期は先生やクラスの人とたくさん関われて楽しかった。友達が増えた。

文章を要約する力、文章力、レジュメの基本的な書き方などが身に付いた。

初めの頃よりレジュメやレポートがうまく、早く作れるようになった。

高 の時は の電源の入れ方すら知らなかったが、基礎演習で使うようになって打

つのが速くなったし、自分でレジュメを作れるようになった。

発表が苦手だったが、できるようになった 自信がついた 先生にほめられるま

でになった。

おわりに 今後の課題

以上、講義科目、外国書講読科目、初年次演習科目で、学生の能動的な学習を喚起するた

めに試みた授業実践を整理した。そこで共通して見出されたのは、教員と学生、学生と学生

の間に知的交流ができる場を創ることの有効性である。知的交流の場を創るための方法とし

ては、学生が授業の感想や質問、報告などを書いて、それに教員がコメントできるような機

会を作る（ミニッツペーパー、学習記録カード）、他の学生の学習状況を知る機会を作る

（課題の発表、ミニッツペーパーの内容の紹介）といったことを試みた。

多くの学生は、教員や学生との知的交流によって自ら考え、調査し、まとめるという学習

習慣をつけることができた。しかし、なかには 問題関心 をもつことが苦手な学生がい

る。それは必ずしも学業成績の高低に比例するわけではないように感じている。主体的に問

題を発見する力を伸ばすにはどのような指導や動機付けが有効か。今後さらに研究・実践し

ていきたい。
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