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はじめに 
 

三重大学高等教育創造開発センター長 

野村由司彦 

 

 平成１６年度の国立大学法人化により、「『感じる力』『考える力』『生きる力』がみなぎ

り、地域に根ざし国際的にも活躍できる人材を育成する」を本学の中期目標として掲げま

した。そこで、この中期目標に沿って教育の改善・充実を図り、地域社会に根ざした人材

を育成し、その教育効果を評価していくことを目的として、平成１７年４月、高等教育創

造開発センター(Higher Education Development Center、以下、ＨＥＤＣ)が設置されまし

た。以来、ＨＥＤＣは、本学の教育改善に貢献できるよう、全学の教育的課題への取り組

みを進めてきました。 

 

 その取り組みの一つとして、平成２０年３月にＰＢＬ教育の実践と成果に関する国際シ

ンポジウムを大学院医学系研究科との共催により開催しました。本学ではＰＢＬ教育を、

コミュニケーション力を基礎に「感じる力」「考える力」「生きる力」を育むことを目標と

する教育改善の中核に位置づけており、平成１７年度から全学的な実践を進めています。

本シンポジウムでは、３年間の三重大学におけるＰＢＬ教育の成果報告を行うとともに、

今後取り組みを一層発展さえる上での課題について、広く参加者と議論を交わすことを目

的としました。 

 

 本報告書は、シンポジウムで報告された貴重な内容が広く全学で活用されるよう、とり

まとめたものです。今後も、ＰＢＬ教育を核とした能動的学習を発展・定着させていくた

めに、このようなシンポジウム等の開催を予定しています。この報告集が、そうした今後

のＰＢＬ教育の全学的展開に有効に活用されれば幸いです。 

 

 

 

平成２０年３月 



国際シンポジウム・ワークショップ 

ポートフォリオ評価の方法論報告書 
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１． シンポジウムについて 
 
１．１ 目的 
 
 三重大学では、教育改革の一環として「ＰＢＬチュートリアルを中心とした能動的な学

習の全学的展開」を進めている。平成１７年度には試行授業の導入を行い、平成１８年か

らは共通教育におけるＰＢＬセミナーの新設を含め、全学で多数の教員が実践を進めてい

る。 
 本シンポジウムは、平成１９年度末で取り組み開始から３年を迎えるにあたり、全学で

進めてきたＰＢＬ教育の成果を振り返り、今後の取り組みを展望することを目的としてい

る。そこで、学内のＰＢＬ教育の成果を公表するために、3名の教員に実践事例報告をして
もらうこととした。 
 一方で、実践が広がる過程で増えてきた問い合わせの一つに、「60人もの学生がいる授業
でＰＢＬ教育は可能なのか」という類の問い合わせがある。ＰＢＬ教育は、教室での学生

の学習活動を能動的に転換するものであり、講義からの脱却を意図して導入されるもので

ある。しかし、欧米の医学教育で行われているような、8人前後の学生グループに一人ずつ
チューターがつく体制での指導を、日本の大学で直ちに導入することは困難であることが

多い。これは、どのような専門分野でもＰＢＬ教育の導入にあたって、考慮しなければな

らない課題であろう。 
 この点について、シンポジウムでは米国デラウェア大学で行われている、一人の教員で

複数のグループを指導するＰＢＬ教育について紹介してもらうことにした。デラウェア大

学は、医学部を持たないものの、文理あわせて 10以上の学部を持つ総合大学であり、全学
的にＰＢＬ教育を導入している大学である。そのため、上述と同様の課題に直面し、いく

つかの方法で克服を試みている経験を有している。シンポジウムでは、同大学の George 
Watson教授を招聘し、その具体的な内容について紹介してもらうことにした。 
 また、国内では、医学教育以外の分野で全学的なＰＢＬ教育に取り組む大学として、高

知大学がある。本学と同様、ＰＢＬ教育の全学的な展開において、さまざまな経験を有し

ている。シンポジウムでは、高知大学におけるＰＢＬ教育の全学展開を担っている、総合

教育センター大学教育創造部門長である辻田宏教授を招聘し、具体的な取り組みについて

紹介してもらうことにした。 
 
 
 
１．２ 主催  高等教育創造開発センター・大学院医学系研究科 
 
 
１．３ 日時  平成２０年３月１７日（金）午後１時～６時 
 
１．４ 場所  大学医学部先端医科学研究棟（基礎校舎棟）3F多目的室 
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１．５ プログラム 
 

13:00-13:10 開会の挨拶（野村副学長） 
13:10-14:30 一人の教員で複数グループを指導する PBLの実践 
         （George Watson・米国デラウェア大学教授） 
14:30-14:45 休憩 
14:45-15:30 課題探求型授業の全学展開 

 ~自律型人材の育成を目指して~ 
         （辻田宏・高知大学共通教育主管・同大学総合教育センター） 
15:30-15:45 休憩 
15:45-17:45 パネル討論「実践事例に見る PBL教育の効果」 
         （司会・津田司・三重大学医学部教授） 

教育学部での私の PBL実践 
（中西良文・三重大学教育学部准教授） 
PBL手法を応用した大人数授業の運営とその効果 
（高山進・三重大学生物資源学部教授） 
基礎看護学教育における PBL教育 
（辻川真弓・三重大学医学部准教授） 
社会協働型ＰＢＬの試みと学生の変化について  
（石筒覚・高知大学人文学部准教授） 

 
 
 
 
１．６ 参加者 
 

 シンポジウム参加者 
人文学部    ３名 
教育学部    ４名 
医学部    ６名 
工学部    ３名 
生物資源学部   ９名 
その他の学内教員（含理事）  ３名 
学内学生    １名 
学外者   １８名 
     合計 ４７名 

  
 

undefined
2



２． 一人の教員で複数グループを指導するＰＢＬの実践 
 

 George Waston       
デラウェア大学教授     

 
 シンポジウムでは実践事例の報告に先立ち、米国デラウェア大学のWatson氏より、一人
の教員で複数のグループを指導する PBL教育に関する報告があった。 
 欧米の医学教育で実践される PBL教育は、学生のグループに専属のチューターを付ける
指導方法をとっているものが多い。しかし、このような指導方法をそのまま日本の大学で

導入することは、困難であることが多い。特に、医学教育以外の分野で PBL教育を実践す
る教員にとっては、医学教育モデルのでの指導が難しいだろう。 
 デラウェア大学は、医学部を持たない大学であるが、文理あわせて 10以上の学部を持つ
総合大学でありながら、全学的に PBL教育を実践する数少ない大学の一つである。同大学
で物理学を指導するWatson氏から、自身が実践してきた PBL教育を紹介しながら、一人
の教員で 60人程度の授業で PBL教育を実践するためのノウハウが紹介された。 
 具体的には、問題を構造化して学習のプロセスをある程度教員側で管理しながら、複数

のグループを巡回して指導する「フローティング・ファシリテータ・モデル」、優秀な過去

の受講生や大学院生をチューターに採用する「ピア・ファシリテータ・モデル」などが紹

介された。また、Watson氏の好意により、同日の資料はデラウェア大学のウェブサイトに
全て掲載されている（http://www.udel.edu/pbl/mie/）。 
 
 当日使用した講演資料を以下に示す。 
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University of Delaware 

Problem-Based Learning 
by floating facilitation 

Institute for Transforming 
Undergraduate Education 

George Watson 
Courtesy of Deborah Allen and Hal White 

First, a quick exercise: 

1. Individually, write down several words 
or short phrases that come to mind 
when you think of: 

Student-Centered Learning 
2. In pairs or small groups, select three 

“most important”. 
3. Finally, report out just one. 

…the individuals learning the most in the typical 
classrooms are the teachers there.  They have reserved for 
themselves the very conditions that promote learning: 

  What I know best I have taught… 

Page 35, Huba and Freed, Learner-Centered Assessment on College 
Campuses: Shifting the Focus from Teaching to Learning,  2000 

actively seeking new information, 
integrating it with what is known, 
organizing it in a meaningful way, and 
explaining it to others. 

“The principal idea behind PBL is that 
the starting point for learning should be 
a problem, a query, or a puzzle that the 
learner wishes to solve.” 
Boud, D. (1985) PBL in perspective. In “PBL in Education 

 for the Professions,” D. J. Boud (ed); p. 13. 

What Is PBL? 

What are the Common 
Features of PBL? 

Learning is initiated by a problem. 
Problems are based on complex, real-world 

situations. 
All information needed to solve problem is not 

given initially. 
Students identify, find, and use appropriate 

resources. 
Students work in permanent groups. 
Learning is active, integrated, cumulative, and 

connected. 

A Typical Day in a PBL Course 
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Presentation of Problem 

Organize ideas and  
prior knowledge 
(What do we know?) 

Pose questions (What do 
we need to know?) 

Assign responsibility  
for questions; discuss  
resources 

Research questions;  
summarize;  
analyze findings 

Reconvene, report  
on research; 

Integrate new  
Information; 
Refine questions 

Resolution of Problem; 
(How did we do?) 

PBL: The Process 

Next stage of  
the problem 

“…once you have learned to ask questions –  
relevant and appropriate and substantial 
questions – you have learned how to learn 
and no one can keep you from learning 
whatever you want or need to know.” 

Neil Postman & Charles Weingartner  
in Teaching as a Subversive Activity, 1969 

Questions are Critical 

Characteristics of Good 
Learning Issues 

Presented in the form of a question or series of 
questions. 

Focused so that it seeks specific information. 

Constructed so that it asks an answerable question. 

Pursues information that is relevant to the problem. 

Goes beyond superficial knowledge to probe  conceptual 
issues. 

Often set in a context that provides direction. Why is the 
question important? 

Common Classroom Models 

• Medical school 
• Floating Facilitator 
• Peer Facilitator 
• “Hybrid” 

Factors in Choosing a Model 

Class size 
Intellectual maturity of students 
Student motivation 
Course learning objectives 
Instructor’s preferences 
Availability of peer facilitators 

Medical School Model 

A good choice for 
• Highly motivated, experienced learners 
• Small, upper-level seminar classes 

• Dedicated faculty tutor 
• Groups of 8-10 
• Very student-centered environment 
• Group discussion is primary class activity 
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Floating Facilitator Model 

• More structured 
format: greater degree 
of instructor input into 
learning issues and 
resources 

• Group size: 4 

•  Instructor rotates through 
groups: Asks questions, 
directs discussions, checks 
understanding 

• Other class activities: 
– Groups report out 
– Whole class discussions 
– (Mini-)lectures A good choice for 

• Less experienced learners 
• Classes of all sizes 

Peer Facilitator Model 

Advanced undergraduates serve as facilitators 
– Help monitor group progress and dynamics 

– Serve as role models for novice learners 

– Capstone experience for student facilitators 

A good choice for 
• Classes of all sizes 

Subtypes of the  
Peer Facilitator Model 

Roving vs. dedicated 
2-3 groups of 4 students each vs. single 

group of up to 6 students 
Experienced vs. new PBLer 

Activities of the 
Peer Group Facilitators 

Weekly meetings with the course instructor 

Tutorial Methods of Instruction 

Work with one or more PBL groups in class 

Optional: meet with group(s) outside of class 

No involvement in grading 

Peer Facilitator Model 

Facilitator training important 
Development of questioning skills 
Group dynamics 
Resource guide 

Questions/probes the thinking and reasoning process 
Provides information when appropriate 
Promotes the use of appropriate resources 
Guides/directs/intervenes to keep the group on track 
Sets high standards  
Involves all students in the process 

From, University of  New Mexico Primary Care Curriculum,   

A Guide to Quality Tutorials 

Some Characteristics 
of a Functional Tutor 
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“Hybrid” PBL 

• Non-exclusive use of problem-driven learning in a 
class 

• May include separate lecture segments or other active-
learning components 

•  Floating or peer facilitator models common 

Often used as entry point into PBL in course 
transformation process 

Characteristics Needed 
in College Graduates 

High level of communication skills 
Ability to define problems, gather and 

evaluate information, develop solutions 
Team skills -- ability to work with others 
Ability to use all of the above to address 

problems in a complex real-world setting 

Quality Assurance in Undergraduate Education (1994) 
Wingspread Conference, ECS, Boulder, CO. 

Other Reasons for Using PBL? 

Students learning to communicate in a 
common language. 
International Islamic University of Malaya 

Innovation and thinking ‘outside of the box’. 
Republic Polytechnic, Singapore 

Student engagement; learning ‘how to learn’. 

Inquiry-based approach, bringing research-like 
approach to thousands of students. 

“The principal idea behind PBL is that the starting 
point for learning should be a problem, a query, or a 
puzzle that the learner wishes to solve.” 
Boud (1985) 

Discussion 

Think about which model would work best for 
your course(s) 

What barriers do you anticipate? 

undefined
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３．課題探求型授業の全学展開 ～自律型人材の育成を目指して～ 
 

辻田宏         
高知大学共通教育主管  
同大学総合教育センター   

 
 辻田宏氏による報告では、高知大学で取り組む「自立創造学習」と呼ぶＰＢＬ教育につ

いて、その導入の背景や授業の概要、教育効果に関する紹介があった。 
 高知大学では、学生の学習意欲の低下、初年時学生の学習時間の低下、大学の人材養成

に対する社会の要求の変化から、自律型の人材育成に取り組んでいる。具体的には、他者

との関係の中で自分を律する力を持ち、自分で考え、決断して行動できる人材の育成を指

す。 
 その具体的な教育方法として、ＰＢＬ教育を基本的な枠組みとしながらも、初年次生に

焦点をあて、問題解決のみならず、問題そのものの発見をも視野に入れた授業を開発し、

実践してきた。受講した学生の多くは、自立創造学習に満足するとともに、在学中に身に

つけたい能力や卒業時に身につけたい能力を明確に意識し、2年次以降の主体的な学習態度
の形成に一定の成功を収める取り組みとなった。 
 
 当日使用した講演資料を以下に示す。 
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1 

課題探求型授業の全学展開 
～自律型人材の育成を目指して～

高知大学総合教育センター 
大学教育創造部門　辻田　宏 

2008年3月7日
2 

本日の話の流れ

 高知大学の課題探求型授業群の紹介（共通教育） 
  「自律創造学習」の開設に至る背景と経緯 
  「自律創造学習」授業の実際 
  「自律創造学習」における授業評価 
  「自律創造学習」における学生の変化･成長 
  「自律創造学習」の授業改善 
 高知大学の共通教育改革～初年次教育の強化～ 
  「課題探求実践セミナー」の全学展開とその課題 
 まとめ

3 

高知大学の学士課程教育の改革2008 

平成20年度
専門教育 専門教育

教養科目

基礎科目

基軸科目

教養科目

共通専門科目

初年次科目

共通教育

平成19年度

共通教育

「課題探
求実践セ
ミナー」

課題探求
型授業

初年次における 
マインド支援の強化

「基礎科
目」「キャリ
ア形成支
援科目」

4 

課題探求型授業（教養科目）の開設と受講生数の推移

区分 授業科目名
16年度
2学期

17年度
1学期

17年度
2学期

18年度
1学期

18年度
2学期

19年度
1学期

19年度
2学期

課題自由

自律創造学習Ⅰ 13名 33名 29名 35名 24名 56名 45名

　　自律創造学習Ⅱ 8名 10名 11名

学びを創る 20名 23名

課題提示

自律協働入門 53名 60名

課題探求学習 24名 30名 12名

身のまわりの科学 12名 36名 35名

国際協力論 26名

国際協力入門 66名

地域協働入門 57名

地域協働入門Ⅱ 7名

年度別受講生総数 13名 106名 234名 372名

5 

「自律創造学習」の開設に至る背景

 大学の人材養成に対する社会の要求の変化 
　　⇔　従来型教育による対応の限界

 初年次学生の授業外学習時間の少なさ 
 学生の自主的・自律的活動の減少

平成１６年度現代GPに申請(不採択) 

 学生の学びのモティベーションの低下 
　　⇔　一方で，学生の自己成長意欲の存在

自
律
型
人
材
叏
育
成

6 

自律型人材とは？（私たちの定義）

  自律とは「他からの支配や助力を受けず，自分の行動を自分の
立てた規律に従って正しく規制すること」（三省堂『大辞林』） 

  自律型人材とは，「他者のニーズを把握し、それとの調整をはか
りながら、自分自身の行動のコントロールを行い、自らを律しな
がら、自己実現を図ることのできる人材」（出典：『一橋ビジネス
レビュー 2003年夏号.SUM.（51巻1号）～キャリア自律の新展
開』） 

自律的能力とは，「他者との関係性の中で自分を
律する力」であり，自律的人材とは，「他者（個人，
組織，社会）との関係性の中で，自分で考え，決
断し行動できる人材」である。  
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7 

新しい授業「自律創造学習」の出発点 
～二つの前提と授業仮説～

他者との 
多様な関係性 
の創出 

自己決定及び 
裁量権の 
拡充 

 異質学習集団（全学横断的授業）
 グループ･ワークの活用（授業の核）
 グループ間交流の促進（複数グループの授業）
 学内の他者（学生，教職員）との積極的接触
　　　　　　　（アンケート，ヒアリング，ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）
 学外の他者との積極的接触（調査,アドバイス）

 課題（設定）の自由化
 多様な課題解決方法･プロセスの創出
 プレゼンテーション手法の多様性の保障
 課題成果発表会（お祭り）の開催

8 

自律型人材育成からみたPBL教育の問題点

  一定水準のレディネス（学習意欲や知識）が前提(共通に
必要)となること　⇒⇒⇒　等質集団

  課題が最終的な成果（結論）が一致するような事例(事柄)
に限定されること

  具体的な学習方法は多様であっても解決のプロセス(シナ
リオ)の基本は同じであり、変化に富んだ解決プロセスの
創出が期待できないこと

  基本的に学習の客観的成果(結論)が一致するが故に、多
義的な思考や価値観の相互理解の場になりにくいこと

  コミュニケーションがグループ内に留まり多様な関係性を
創出できないこと

  ＜１グループ(少人数)：1教員＞という指導体制が、時間
面で教員の負担を増やすこと

9 

「自律創造学習」開発の基本的観点

PBLの教育方法の基本的な骨格や有効性を活用

PBLを教養教育で実施できるよう加工（全学横断的）

知識・技術よりもマインドや行動（実践）の重視

学生の自己決定及び裁量権を拡充した学びの展開

課題・プロセス・成果の多義性と多様性の保障

多様な他者との関係性創出の機会を増やす授業展開

グループ内外及び学内外との可能な限りの関係性の創出

10 

「自律創造学習」の授業の目的

　　　他者（学生及び教員等）との協動的な活動（少人数グ
ループ・ワーク）を通して，自分たちで学習課題の発見と
解決を行い，自律的能力及び論理的思考力（創造的能
力）の獲得を目指します。 

　　　自律的能力とは，「他者との関係で自分を律する力」
と言われていますが，分かりやすく言うと，“組織（集団）
の中で自分で考え行動できる力”です。論理的思考力と
は，｢あふれる情報を整理し，本質を捉える力｣，「物事
や問題の要素や原因を分析し解決策を創造する力」と
か言われていますが，この授業では，コミュニケーション
における“相手の考えを理解し，自分の考えを相手にわ
かりやすく伝える力”としてそのことが問われます。 

　　　　　　　　　　　（※授業オリエンテーションの資料より）

自律創造学習の授業イメージと授業計画（例）

教
員
叏
听
司
后
呁
吝ー

后
吾
呉

　

学
生
叏 

自
学
自
習

少人数グループ･ワーク

課題の発見 
と設定

課題解決 
プランの作成

課題解決 
プランの実行

課題解決 
（学習成果）

学習成果の発表 
（成果報告会）

一
学
期
間
叏
授
業
展
開

 第１週：オリエンテーションとチームビルディング
 第２週：チームビルディング，グルーピング
 第３週：課題設定のプレゼンテーション
 第４週：課題設定の修正プレゼンテーション
 第５週：解決プロセスと進捗状況プレゼンテーション
 第６週：課題設定・プロセスに関するグループ間討論
 第７週：第1回中間プレゼンテーション
 第８週：チームビルディング演習
 第９週：第2回中間プレゼンテーション
 第10週：中間プレゼンに関するグループ間討論
 第11週：第3回中間プレゼンテーション
 第12週：ファシリテーションとグループ・ワーク
 第13週：成果報告会に向けてのグループ･ワーク
 第14週･15週：成果報告会（学期末土曜日終日） 

「自律創造学習Ⅰ」の授業計画（例）

プレゼン 
相互批判

他グループ

11 12 

「自律創造学習」の学生のテーマ（例）

●19年度1学期 
・みっちゃんの○○風お好み焼きを探る　　・よさこい徹底解明 
・高知をいかに楽しむか　　・ジェネレーションギャップ　　・童謡の裏を探る 
・21世紀のNew  Tasteを発掘する　　・アルコールに強くなるには？　 
・男女の本音について　　・高知のカツオのタタキは何故おいしい？ 　 
●19年度2学期 
・方言について考える　　・高知大生の食生活について　　・高知の魅力 
・好きな人は何県人　　・高知大でもてる方法　　・学生の理想の外見 
・レジ袋について考える　　・ご飯のおとも　　・芋けんぴづくり 
・効率の良い睡眠のとり方について

第1位：食　第2位：恋愛　第3位：文化ベスト３

undefined
10



13 

授業の満足度（19年度2学期　最終アンケート）

「自律創造学習Ⅰ」を選択して満足していますか？

14 

「自律創造学習」での学生の変化･成長 
～その（１）～

◎　あなたは、大学生活で自分を変えたいと思っていますか？

15 

「自律創造学習」での学生の変化･成長 
～その（２）～

◎　大学卒業時に身に付けていたい能力は明確ですか？

16 

「自律創造学習」での学生の変化･成長 
～その（３）～

今回の「自律創造学習Ⅰ」で得ることができたと思うものは何ですか？（複数回答可）

17 

「自律創造学習」での学生の変化･成長 
～その（４）～

今後の学生生活の中で「修得したい・向上させたい」と思うものは何ですか？（複数回答可）

18 

自己評価･分析シートを活用した「学び」の支援

undefined
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19 

課題探求型授業受講後の学生による 
課外活動の取組み事例

年度 組織名 具　体　的　な　活　動　内　容

16年 SHINFA 
授業ではスポーツを通じた地域の活性化を課題とした。授業後，
四国アイランドリーグの球場･球団運営など各種の支援活動を展
開した。  

17年 ESWIC 
授業では環境リサイクルを課題とした。学生の視点から，草の
根の環境美化活動を展開し，他大学との連携や共同企画を実施
している。

18年 URAKATA 授業では間伐材の有効利用を課題とした。授業後は,地元の木材
加工会社と共同で間伐材を活用した商品開発に取り組んでいる。

18年 帽子パン
授業後に，受講生が中心となり，広報誌『KITSCH』の発行を核
にして，学生間の情報交流と学生支援を目指し各種の活動をし
ている。

18年 キューピー
授業では南海地震の発生と備えを研究した。授業後，県内の学
校を巡回して，南海地震の啓蒙活動を行っている。

20 

「自律創造学習」における改善（１）
  その１「グルーピング」の適正化 
・可能な限りの異質集団，教員による強制的編成 
　⇒コミュニケーション能力と論理的思考力の向上のため 
・最大で5人，理想は3～4人 
　⇒サボタージュの防止，スケジュール調整の円滑化，コミュニ
ケーション（発言）機会の増加 

  その２「課題」の設定の仕方（内容と方法の統一と共有化） 
・内容（対象）と方法を端的に表現（名詞と動詞の結合） 
　　⇒・・・・・を・・・・・する 
  その３「課題解決方法」におけるｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨの要求（義務化） 
・調べ学習（特にインターネット）はＮＧ 
・ｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨの確保⇒アンケート，実験，実行（作る） 
　　　　　　　　　　　　　　　⇒他者関係の多様性の必然化

21 

「自律創造学習」における改善（２）

  その４「グループ間ディスカッション」の積極採用 
・プレゼンの際の質疑が不活発 
・3グループ（10人～15人）での集中討論の採用⇒発言増加 
  その５「プレゼンテーション」回数の精選（絞込み） 
・学生負担（プレゼン準備，短期間の成果）の軽減 
・プレゼン準備（合意形成，資料準備等）の教育効果を活かす 
  その６「ふりかえり」（Reflection)の重視 
・独自な授業評価アンケートの実施（学習支援機能） 
・自己評価・分析シートの活用（受講前・受講後） 
  その７「ファシリテーション」の工夫 
・教員1人が複数グループを担当 
・授業時間内でのファシリテーションの実施

22 

学士課程の教育改革2008（初年次科目構成） 　

23 

新しい初年次科目の比較対照表
　

科
目
名　



初年次科目として
の目的（役割）

育成するマインド 
及び能力等

授業の形態・方法 日本語能力との関係

 

大
学
基
礎
論

◎学びの転換 
○学問への動機付け 
○大学生活支援

学びのモティベーション 
コミュニケーション能力 
プレゼンテーション能力(発言力）

講義＆少人数グループ
ワーク（演習）

コミュニケーション能力 
プレゼンテーション能力(発言力）

　
　

学
問
基
礎
論

◎専門教育（個別学問）
への動機付け（導入教
育） 
○基礎的知識・スキル

専門教育（個別学問）の基礎的知
識 
専門教育（個別学問）へのモティ
ベーション 
読み・書きの基礎的スキル 
論理的思考力

講義＆演習（少人数有
り）

読み・書きの基礎的スキル 
論理的思考力 

　

課
題
探
求
実
践
吒
吶
吡ー



◎課題探求＆自己分析
を通じた学習支援 
○キャリア形成支援 

課題探求能力 
コミュニケーション能力 
プレゼンテーション能力(発言力） 
論理的思考力 
社会性 
自己分析力 

少人数グループワーク 
又は 
講義＆少人数グループ
ワーク（演習） 

コミュニケーション能力 
プレゼンテーション能力(発言力） 
論理的思考力 

24 

初年次科目「課題探求実践セミナー」の 
教育目標 

　　　「大学基礎論」での学びの転換を受けて、それと連動
して開設される課題探求型の授業科目である。この授
業では、学生の能動的・主体的な学習を促進・展開し、
少人数グループでの学習を取り入れて、課題探求能力
や社会性およびコミュニケーション能力を育成することを
目的とする。各分野における諸課題を理解するとともに、
少人数グループにおけるコミュニケーションの意義や方
法を理解できるようになることも不可欠である。また、互
いの意見の相違や異なる見方や価値観を理解すること
を通じて、現在の自分を知り、自己の課題を見出すこと
を重視する。
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25 

初年次科目「課題探求実践セミナー」の 
授業の目的（現実的なところ）

  多様な考えや価値観と出会うこと 
  他者との関係性の中で自分を知り，自分に欠けている
ものを知ること 

  学びと成長の意欲を持ち，高めること 
  自分たちで決めたことを自分たちで実行すること 

◆他者との関係性の認識 
◆自己の能力に対する気づき 
◆学びと成長の意欲の向上 
◆自己決定の意味や責任の理解

自律へ
の第1歩

26 

まとめ　～全学展開に向けての課題～

１．教員の「教え込み」からの脱却，教えの転換 
２．担当教員の養成と教育力（技術）の向上

OJT（On the Job Training)の活用

３．課題・課題解決方法のオリジナリティの確保

４．学生の「発言力」の向上

学生の自由度（裁量権）の拡大

発言の義務化，発言の点数化？？

27 

全学展開に向けての今後の課題 
その（１）：担当教員の「教え」の転換

・「問題が何であるか」を教えない 　⇔ 　 問題の所在の発見 

　　　　　　　　　　　「なぜそれが問題なのか」を問う　　　 

・「その問題の解き方」を教えない 　⇔  問題の解決方法の発見 

　　　　　　　　　　　「なぜそれで解決するのか」を問う　　 

・「その問題の答え」を教えない 　⇔ 問題に対する成果の創出 

　　　　　　　　　　　「なぜそれが答えであるのか」を問う

教え込む 転換

教　員 学　生
学
叔
叉
只
厽
召

28 

全学展開に向けての今後の課題 
その（２）：担当教員の養成と教育力向上

教育力向上3ヵ年計画の策定と実行 
各種ＦＤの実施 

ＯＪＴ方式による実践的ＦＤの展開

ファシリテーション能力の修得と向上 
複数グループ指導方法・技術の修得

29 

全学展開に向けての今後の課題 
その（３）：ｵﾘｼﾞﾅﾘﾃｨ（独創性）の確保

  課題（テーマ）の枯渇現象をどうするか？ 
  課題解決方法のワンパターン現象をどう克服？

  教員の側のマンネリ化の解消 
  学生（新入生）こそがオリジナリティ

  学生の多様な発想や視点を可能な限り引出す 
  課題設定や解決プロセス・方法の自由度をUP 

30 

全学展開に向けての今後の課題 
その（４）：学生の「発言力」の向上

あなたは、他のグループのプレゼンに対してどのくらい質問・意見を言いましたか？

undefined
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４．パネル討論「実践事例に見るＰＢＬ教育の効果」 
 
 
 パネル討論では、実際にＰＢＬ教育に取り組んできた教員による、授業実践事例とその

効果に関する紹介を中心に進められた。三重大学からは、中西良文氏（教育学部）、高山進

氏（生物資源学部）、辻川真弓氏（医学部）の 3名が報告し、高知大学からは石筒覚氏（人
文学部）が報告を行った。 
 中西良文氏からは、教育学部において実践したＰＢＬ教育の紹介とともに、学習に対す

る動機付けの効果が、質問紙調査に基づく統計を用いて提示された。 
 高山進氏からは、多数の学生が受講する授業において、ｅラーニングシステムである

「Moodle」を活用して、受講生全体でワークショップを行うような形式の授業の事例が紹
介された。 
 辻川真弓氏からは、看護学科において実践した授業が紹介され、段階的にシナリオを提

示することで、学生の関心を高めるとともに、学習の進度をコントロールし、少数の教員

で多数のグループを効果的に指導した事例が示された。 
 石筒覚氏からは、高知大学において実践した「社会協働型ＰＢＬ」の実践事例が紹介さ

れた。「社会協働型ＰＢＬ」は、社会人を授業に招いて現実の課題を提示してもらい、学生

がその問題解決に取り組む形式の授業である。この取り組みを通じて、学生が学びの意欲

や社会活動への意欲を高め、チーム活動に積極的に取り組む態度を身につけたことが、受

講生の追跡調査から明らかになった。 
 
 当日使用した講演資料を以下に示す。 
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中西良文 
（Yoshifumi Nakanishi） 
三重大学教育学部 
（Faculty of　Education, 
   Mie University） 
三重大学高等教育創造
開発センター 
（Higher Education Development 
  Center）

教育学部での私のPBL実践
• 教育学部での実践 

– 「学習心理学」　　シナリオベース 
– 「実地研究」 
– 「学習心理学実践技法」 

• ちなみに，共通教育でもPBLを実践 
– 共通PBLセミナー「こころの法則発見」 
– トランプタワーなどに熟達する過程から法則発見

ここで紹介するもの

Project-Based Learning
（現場での授業含む）

教育学部でPBLを行う意味

• 学習者は「内容以外」の点でも学習を行って
いる 

• その一つが「学習観」＝学習への素朴概念 

• 教育学部生＝多くが将来の教員 
• 新しい学習方法についても理解して欲しい！ 
• 主体的な学習が大切です，と「講義」する？ 

「学習心理学」の進め方

  シナリオを提示
　 →調査・検討→発表

  「授業づくり」を1セット

  Problem-Based　Learning

 と，Project-Based Learning

　　　　　　　　　　　の融合

  最初のシナリオを

　 取り上げて，検討

シナリオ提示

発表

調査・検討

授業案作成

実施

検討・準備

×3セット ×1セット

シナリオの具体例

•  「Aさんは高校生です。Aさんはある教科の勉強が
できなくて困っていました。そこで、先生に相談
にいきました。すると、先生は「教科書に載って
いることをできるだけたくさん覚えなさい」とい
うアドバイスをしました。そこで、Aさんはひた
すら暗記をすることにしました。 
　　Aさんのこのような暗記をするという学習法は
適切でしょうか。不適切でしょうか。また、理想
的にはAさんはどのような学習を行えばよいで
しょうか。そして、そのようなやり方は心理学的
な観点からどうして望ましいのでしょうか？」 

追加シナリオの具体例（2回目授業）

• 「Ａさんは、その後、Ｂさんに暗記をして
いるという話をしました。するとＢさんは、
「覚えるものを関連づけて記憶をする方が
いいって聞いたよ」とＡさんにいいました。
Ａさんはどうしてそうなるのかはよく分か
りませんでしたが、とりあえずＡさんのア
ドバイスを参考にして、覚えるべきことと
ある言葉とを関連づけて覚える語呂合わせ
で覚えるようにしました。」 
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追加シナリオの具体例（2回目授業）

• 教育に関することに関しては，「教育論」と　
「科学的理解」が混同されやすい 

• 実験により，実体験をする 

•  「10 回クイズ」「楽譜の記憶」（本当の楽譜と
それをバラバラにした楽譜を記憶させるという
課題では，前者が記憶できた音楽経験者も
後者は記憶できない）

動機づけの検討

•  毎回の授業前・授業後に質問紙を実施。

•  授業後質問紙（その授業について質問）
‒ 親和動機＝他者に好かれたい
‒ 興味価値＝課題の面白さ
‒ 効力予期＝自分はできる、という感覚
‒ 利用価値＝課題が役立つという感覚
‒ 接近的他者志向動機＝他者のために頑張りたいと
いう感覚

動機づけの検討

•  授業前質問紙（前回授業から，当日までの様子
について質問）

‒ フロー：課題に没頭している度合い
‒ 反応性：どれだけ他者の書き込み等に反応したか？

　＝「動機づけられた行動」に対応するもの

•  フロー・反応性を従属変数，動機づけの各尺度
を独立変数とした重回帰分析

‒ 各動機づけ要因が動機づけられた行動にどう影響し
ているか？

フローと 
動機づけの関連

•  親和動機の影響
がネガティブに
なっていく

•  接近的他者志向
動機は2回目に
強い関連を示す

•  興味の影響は小
さくなる

親和動機（13日） 
興味価値（13日） 
効力予期（13日） 
利用価値（13日） 
接近的他者志向動機（13日） 

フロー 
（13日～20日） 

-.206 

.210 

.255 
.401 

.344 

Figure.3　動機づけとフローとの関連（１３日）N=11 
） 

R2=.777 

親和動機（30日） 
興味価値（30日） 
効力予期（30日） 
利用価値（30日） 
接近的他者志向動機（30日） 

フロー 
（30日～13日） 

.073 

.267 

.613 
.028 

.279 

Figure.2　動機づけとフローとの関連（３０日）N=9 
） 

R2=.746 

親和動機（23日） 
興味価値（23日） 
効力予期（23日） 
利用価値（23日） 
接近的他者志向動機（23日） 

フロー 
（23日～30日） 

.424 

.629 

.151 
.149 

-.015 

Figure.1　動機づけとフローとの関連（２３日）N=10 
） 

R2=.756 

反応性と 
動機づけの関連

•  親和動機の影響
が小さくなってい
く

•  接近的他者志向
動機の影響が大
きくなっていく

親和動機（13日） 
興味価値（13日） 
効力予期（13日） 
利用価値（13日） 
接近的他者志向動機（13日） 

反応性 
（13日～20日） 

.133 

.119 

.542 
.348 

-.740 

Figure.6　動機づけと反応性との関連（１３日）N=11 
） 

R2=.365 

親和動機（30日） 
興味価値（30日） 
効力予期（30日） 
利用価値（30日） 
接近的他者志向動機（30日） 

反応性 
（30日～13日） 

.074 

.696 

.690 
-.402 

-.727 

Figure.5　動機づけと反応性との関連（３０日）N=9 
） 

R2=.598 

親和動機（23日） 
興味価値（23日） 
効力予期（23日） 
利用価値（23日） 
接近的他者志向動機（23日） 

反応性 
（23日～30日） 

.739 

.099 

-.637 
.322 

-.084 

Figure.4　動機づけと反応性との関連（２３日）N=10 
） 

R2=.237 

動機づけの変化

•  当初は「親和動機」の影響が大きく，後半にな
るにつれ「接近的他者志向動機」の影響が大
きくなる

‒ 開始直後は「仲良くなりたい」という動機が重要
‒ 後半にかけ，実質的な活動をするにつれ，「他者
のために頑張りたい」という動機が重要に

‒ 前半ではアイスブレーキングなどを， 
後半では「他者の頑張り」が可視化できるように

undefined
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現実に即した場面

• 現実場面での「問題解決力」をつけるには，　
現場での様々な出来事に対応できる力が必要 

• まさしく「現場」で学ぶことが重要 
　（特に，教師の即時の振る舞いが持つ影響力
は大きい） 

実地研究について

• 教育学部で開講されている現場での体験を
通した学習 

• ここでは，三重県南部の一学校区での現場
体験をする取り組みを紹介 

•  3泊4日の教師見習い体験をし，その中で2時
間分の「コミュニケーション」に関する授業を
実施する。 

• その授業案を長期間かけて作成する

活動の様子

共同での授業案作成

リフレクション

現場での実践

コミュニケーションについて 
自律的に学習

応用の方法の検討

実践に 
生きる力 

実地研究での学生の変化

• コミュニケーション行為の中での動機づけが
高まる。 

• 自由記述の結果 
　から，後半にかけ， 
　他者との積極的な 
　やりとりが増えるこ 
　とで，上昇したことが示唆された。 
　＝コミュニケーションに対する志向性が高まる

学習内容を現実場面に活かす

• より高い実践力を身につけるためには，高度
な専門的知識を持つ必要 

• 一方で，現実の問題解決場面の中で，高度
な内容を自ら発見するのは難しい 

• 内容理解のパートを加えたデザイン

学習心理学実践技法

• 前半では，学習心理学の内容について学習 
• 後半では附属中学校での授業実践を中心と
した活動 

• 中間にジグソー学習を取り入れる 

協同学習 
の体験

授業案 
づくり

ジグソー 
学習

授業 
実施

undefined
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動機づけの変化

• ジグソー学習を行った第6回の得点が高い 
• 利用価値は高い得点を維持 
• 授業実施前の 
第12回で他者 
志向動機が 
落ち込み 

 （授業回では 
得点が持ち 
直す）

今後の課題

• 期間中の動機づけの上昇・質的向上が見ら
れているにもかかわらず，受講者数が減少 
　＝「講義」を選択している 

• 受講生→「非常に勉強になった」が「大変」 
• 未受講生→「大変そう」 

•  「学習観」をいかに変えていくか？

undefined
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PBL手法を応用した 
大人数授業の運営とその効果

2008年3月7日 
「PBL教育の実践と効果」

共通教育通常科目「環境ー文明史」

• 本授業は歴史上での自然と人間の関係の変
化を取り上げていくが、現代の環境問題とア
ナロジー的に対比できる側面がある場合は、
例として随所に触れていった。また、授業が
ある程度進行した時点で地球温暖化問題の
解説を早めに入れるなど、過去と現在の
キャッチボールをしながら人間の自然適応の
変化を扱った。授業の流れはおおむね古代
編、中世・近代編、現代編と進めた。  

• 受講生は1２０名ほどであった。

授業方法

• レポート課題（初回に示した）：「歴史に学ぶ
環境問題の解決方法」というタイトルで、歴史
の事例と現在の事例の両方をふまえた文章
をまとめる。どちらかだけを見るものではだめ。
結論が私のものと異なっていてもかまわない。  

• レポートを書く際には『大学生のためのレ
ポート作成ハンドブック』を必ず参考にする。 

• 評価基準：レポート提出が80％、残り20％は
授業に出たら必ず一つMoodle上に書くコメン
ト。   

本丸は講義の改善？（HEDCの議論から）

講義とＰＢＬでの教材開発過程の比較 授業方法の基本構造  
1.  良く吟味された素材を提示し、素材の解説の後、問い
を出し、Moodle上の学生の解答を確認した後に翌週
私の見解を述べる。解説の際解答らしきものを先走っ
て言わず、学生の多様な解答が出るように心がけた。 

２．　学生はMoodle上の他の学生のコメントを見て大いに
刺激を受けたことが感想から分かった。つまり、受講
生全体でワークショップ的な作業をしたことになる。た
だし、グループワークは導入しなかった。  

３．　補助教材『大学生のためのレポート作成入門』を用い
た。全員に買わせ、半コマ程度で論文指導をした。レ
ポート作成前に配布資料には再度目を通し、引用注
をつけるように要求した。
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授業の展開例 その続き

1.6万年前 １万年前 現在

　‐5度

　　5度

過去2万年の気候変動 

ヤンガードリア
ス期、アジアで
は弱い

第5回授業｢これまでの振り返りとこれからの予告」の一部を紹
介します。

人間の南下前線とマンモスの絶滅前線が一致

照
葉
樹
林
帯

１万６０００年前頃

氷河期のアジア

９０００年前頃
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草食大型獣の絶滅 
最初の「環境問題」

森林の拡大 
草原の減少

高度な狩猟技術 
による乱獲

温暖化 
冬の雪増加 
ぬかるみ

1万年前の温暖化と最初の｢環境問題｣ 

定住と農耕で人間
は生き延びた！ 

適応戦略（哺乳類の
伝統）の根本的転換 

今日の温暖化の解決も、 

人間の適応戦略の「相当
大きな」見直しが必要

以上をまとめると

現在の温暖化との違い： 
①自然現象か否か、 

②気温上昇速度、 

③温暖化後幸運にも気温安定期
に入った。 

定住・農耕型適応は遊動型適応より気

温変動に弱い。　

5度C/4000年＝
0.125度C/100年　

氷河期あけが4000年で1000ｋｍとすると

気候帯の変化

　話の大筋は、自然とのかかわりで古代文明
とイギリス発祥の現代文明は同じ系譜にあり、
それと対極的な位置に、世界に普遍的な森林
原住民の自然適応、江戸期日本の自然適応
の系譜があった、とする。二つのパターンを比
較しながらこれからの自然適応を思い描く、と
いう設定。 

以後学生の反応を紹介します。 

赤字は私のコメントです。

以後のストーリーは短い時間で紹介できず、
省略せざるを得ません

学生の感想からわかる授業効果  

１）「歴史に学び環境問題を考える」という方法論に対して 
①　視点が珍しく新鮮であった 
　　　「『歴史から環境問題を考える』という方法にこの授業で生まれ

て初めて触れたため、この観点から環境問題を考えること自体
が私の中では新鮮で、興味がわきました。 」 

　　　「ほとんどの人々が地球の環境問題に関する知識を得ている中
で、過去の歴史的な環境問題を知る人はどれくらいいるだろう
か。私は今回の授業で、大昔から存在した深刻な環境問題のこ
とを初めて知った。そして人々は何度もその危機を脱してきたの
だという事実を知った。」 

　　（PBL的に進めなければ押し付けに感じられたかも。）

　最終回のコメントは授業全体の感想を求めた。またレポー
トの最後に｢この授業を受けて感じたこと」を書き加えてく だ
さい、と要求した。そこから一部を紹介します。

②　意義が理解できた 
　「この授業を受け始めたとき、環境破壊が進んでいるこの世界を解
決するために歴史を振り返る必要が本当にあるのか疑問を持ってい
ました。この環境破壊は今までに例を見ないことだと思っていたから
です。そのため、歴史を振り返ってもどうしようもないじゃないと思って
いました。しかし、授業が進み、マルサスの罠の範囲になってきたと
き、初めて歴史を振り返ることの必要性が感じました。その時ではす
ぐには感じとれなかったけれど、見直したときに、資源という観点で見
ていくと、今世界が抱えている問題とほぼ同じ問題なのだと感じまし
た。」　（自分で感じ取ったことが伺える文章、レポートを書くときの資
料の見直しが利いている。） 
　「過去の出来事を考えると、もっと環境問題について、早く対処する
べきであるのに、今まで、環境問題を自分と関係ないと考えていた自
分に憤りを感じます。この授業を受けることで、このような考えが持て
るようになったので、いい変化ができたと思う。 」　（現在を歴史の中
に位置づけることができた。）
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③　悲観論に陥らない環境問題認識を提案できた 
　「環境問題は、決して先が見えないものではなく、歴史を学ぶことで
ちゃんとこの目で捉えることができるということに気づく事ができ
た。」「この「環境文明史」の授業を履修し、環境問題について考え
る機会がかなり増えて、前より「これからの未来の地球について、
私たちは知らないふりをするのではなく、真剣に考えなければいけ
ないのだ。」という思いが心の中に現れるようになった気がします。」 　
（前向きな変化が現れている。） 

④　文明問題とのつながりを自覚した 
　　「今まで環境問題について考える時、どうして文明と関連させて考
えてこなかったのかと思うくらい深い関わりがあった。」 

　　「私はこれまで環境問題を考える際に、なぜそのような問題が起こ
るのか、何が原因なのかを現在の文明の中で探し、どのように解決
されるのかを考えるのみで、文明と環境の関係まではそう深く考え
ることはなかった。この授業を受けたことにより、自然と文明の関係
は、今までのように自然を文明が支配しようとするスタイルから、文
明を自然のシステムの一部に取り込み持続的な社会を形成してい
くことが今最も求められていることであると感じた。」（「文明」をキー
ワードとする論理の確かさ。）

⑤　技術的解決以外の環境問題解決の道が理解できた 
「そして今、地球温暖化を含めた環境破壊やエネルギー資源問題を解
決する方法もまた、人類の得意技である「技術の発達」に頼り過ぎてい
るのではないかと考える。（技術主義と言う成功体験も文明の成せる技。） 
そうではなく、今こそ歴史のなかで出てきた「生態系と共存すること」、
「ミクロコズムに見られる自己調節機能を積極的に取り入れること」をも
う一度真剣に考え、取り組む必要があるだろう。」 

２）人の意見を鵜呑みにせず批判的に受け止めることが大切であるこ
とに気づけた 
　「（温暖化は大した危機をもたらさないという武田説を）鵜呑みしかけ
ていた事に気づいたときに、今度は逆に武田説を頭から否定すること
も、また間違ったことではないかと思いました。地球温暖化懐疑説の
『武田説』が本当なのかどうかは実際のところ断言することはできませ
ん。要するに、一番してはいけないことは、自分の頭で考えることなく、
他人の意見をなんの根拠もなく受け入れてしまうということです。『批判
する』気持ちがなければ、あっというまにメディアの情報に操られ、右往
左往することになってしまいます。」 （健全な意識が覚醒された。）

３）仲間の意見から刺激を受けた‐Moodle上での「ワークショッ
プ」 
「講義を受ける中で新しい知識や新しい考え方、自分と違う考えなど、
いろんな方向からのいろんな意見があることがわかった。また、毎回の
感想で考えるきっかけを与えてもらえたのでよかったと思う。Moodle上
で他の人の意見をみることができたのは良かったと思う。人それぞれの
意見があり、それに自分は賛成だったり反対だったり、なかなか面白
かった。」　 
「授業のあとのコメントを書く作業は、先生の言いたいことが自分に理解
できているかを確認することができてとてもよかった。他の受講者のコメ
ントも見ることができて、とても刺激され、参考になった。」 
「みんな素晴らしいコメントを書いていて驚きました。自分はもっと批判
的に物事を見るべきなんだと勉強になりました。」 
「前回の、人間の歴史上での発展期と停滞期の存在についてのみんな
の意見は、非常に思慮深いものだと思った。自分の意見を論じる能力
の高さに驚愕した。」　（仲間の意見への注目度はきわめて高い。）

４）自分の頭で深く考え答えを出すという設定だった 
　「大学の講義と高校までの授業で何が違うか。私が大学で３年間学
んで、現時点で出す答えは、受身の姿勢でも乗りきれるのが高校まで、
そうでないのが大学である。と言っても、受身のままでも単位が取得で
きる科目は、正直いくつもある。しかし、本講義は違う。先生が常に学
生に対して、自主的に考えることを意識させ、自然とそうせざるを得な
い授業内容になっていた。」　（PBL的な仕掛けが成功している。） 
「まず、世界の歴史についてあまり詳しくなかったので、この授業がきっ
かけで、文明の生まれた過程や歴史上の出来事などを改めて学ぶこと
ができてよかった。また、文明や現代の環境問題において、ひとつの視
点からではなく、さまざまな方向から観察することで、物事をうわべだけ
で考えずに深く考察することができる力がついたと思う。」 
「下手したら、専門科目よりも真面目に受けた授業かもしれません。で
も、本来、興味があったのは完ぺきに専門科目のほうです。でも、なん
か興味がどんどん湧いてきたのです。それは、先生が毎回、私たちに
考える時間をくれたというのが、一番大きな理由だと私は思います。 」 
（「自分で考える時間をくれた」ことが興味を引き出したという表現！）

５）正解のない大きな問いを提起した 
　「『今の世界を一概に発展した世界と呼ぶのはいかがなものか』と
考えるようになった。この答えは、恐らく自分が生きているうちには出
ないと思う。この答えの正解・不正解は正直どうでもよいのであって、
このような通説だとか常識を疑うような考えを講義を通じて持てたの
だから、本講義でしっかり学ぶことができたのだと私は考えるので
す。」　（答えがすぐでない問いへの誘いはPBLの特徴？） 
６）レポートの書き方を学べた、レポートを要求され振り返れた 
　「高校でも小論文の勉強はしてこなかったし，この授業で初めてきち
んとしたレポートの書き方を習得できよかったと思う。」 
　「授業の最初の頃に配られたプリントに記載されていた、井上ひさし
氏の『大自然からの勘定書』の文章に深く感銘を受けた。地球から突
きつけられた山のような勘定書を、「払えるうちに払っておきたい」と
いう言葉が印象に残っていて、早急な取り組みを必要としているんだ
と改めて思った。」 
　（はじめ解説時には気づかなかった配布資料の意味に、レポートを
書くときに気づいた。長々と解説するより効果的か。）
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基礎看護学教育における
PBL教育

三重大学医学部看護学科 
　基礎看護学講座 
　　　　　　　　辻川　真弓 

基礎看護学テュートリアルとは

  授業科目：基礎看護論　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  担当教員：科目責任者である辻川を中心に、助教２名、　 
　　　　　　　　　ＴＡ２名の計5名が担当して実施。 
  受講対象：看護学科１年生（必修）　約80名 
  開講時期：前期　（5月中旬より４回） 
  テュートリアルのねらい： 

  看護とは何か、看護の対象とは何か、看護の役割とは何かに
ついて、テュートリアルを通して学び、専門職として看護の重要
性を認識する。 

  評価：ポートフォリオ（すべての資料を時系列にクリアファイル　 
　　　　　　に整理）＋レポート＋授業参加度

基礎看護学テュートリアルの特徴
  事例に基づいた学習 
  事例はパート１～３まで展開 
  パートが進むにつれて情報が追加され関心が高まる
ようにケースを書く 

  時間を制限しながらグループで話し合う 
  ラージクラス・フローティングテューター制 
  12グループ・全体運営者がタイムキーパー 

  テューターガイドに基づくテューターミーティング

テューターガイドに含まれるもの
  Ｔｏｐｉｃ： まさかエイズに… 
  Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ　 
　　　　看護とは、看護の役割、看護の対象について考える。 
  Ｒｅｓｏｕｃｅｓ　 
　　　人：基礎看護系教員、教員、図書館司書、友だち、先輩、兄弟他 
　　 文献：図書館（付属図書館、看護学習ホール、インターネット等） 
  単元の目標 

  １．事例について考えることを通して、看護師の目的・役割につ
いて考える。 

  ２．事例について考えることを通して、看護の対象とは何かにつ
いて考え、看護の対象のとらえ方について学ぶ。 

  ３．事例について考えることを通して、患者を支えるための　
様々な専門職の存在について知る。
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テューターガイドに含まれるもの

  事例の概要
　　浅野俊也さん(35歳)は商社マンで、妻と３歳の長男との3人暮らし
です。1ヶ月くらい風邪が治らないために受診した病院で、ついでに
受けたHIV検査で、HIV感染を知りました。風邪による脱水症状も
あったため入院し、点滴治療を受けるとともに、HIVを発症しないた
めの薬を飲むことになりました。浅野さんは、このことを妻にまだ話
せず、病気が悪化しないか、偏見の目で見られないのか…など不
安な気持ちで、夜もなかなか寝つけません。 

　　　この事例では、HIVに対する専門的な知識や看護の理解を目的
としているのではありません。HIV感染という危機的な状況にある
浅野さんとその家族に対し、医療者とくに看護師は何をするのか、
患者を支える様々な医療者の存在を知ることが目的です。

テューターガイドに含まれるもの

  Ｋｅｙ  Ｗｏｒｄｓ
  HIV（ヒト免疫不全ウィルス）感染 
  HIV発症、HIVの治療、HIV患者の看護 
  HIV感染者とその家族の生活　　 
  HIV感染者とその家族の心理　 
  HIV感染症に対する偏見  

  ケースのパート１～３ 
  Guiding Questions(パートごとに） 
  事例のまとめ 

テュートリアルの進め方

  第1日目(90分）
  パート１（30分）　パート２（30分）　調べる項目分担（15分）　

  第２日目(90分）
  調べた項目の発表とグループでの共有（45分） 
  パート3（30分）　調べる項目分担（10分）

  第3日目(90分）
  調べた項目の発表とグループでの共有（30分）
  クラス全体での討議（30分）　事例のまとめ（15分）

  第4日目(90分）
  講義：看護とは・看護の対象とは・看護の役割とは 

テュートリアルの進め方

  第1日目(90分）
  パート１（30分）　
  パート２（30分）　
  調べる項目分担する（15分）　

PART１
　　浅野俊也（仮名）さんは、35歳男性で商社マンです。1ヶ月くらい
前から体調が悪く、風邪がなかなか治らないなあと思い、自宅近
くの病院を受診しました。　　　　　 

　　　医師からは風邪をこじらせたのでしょうねえ…と言われ、採血
のついでにHIVのスクリーニング検査も受けておきますか？と聞
かれたので、軽い気持ちで受けることにしました。 

　　まさか…と思っていたのですが、その結果は陽性でした。医師
からは、まだ感染が確定したわけではないこと、１週間後に確認
検査の結果がわかることが伝えられました。看護師は浅野さん
に３日分の風邪薬が処方されているのでそれを服用すること、微
熱が続いているので、普段より水分を多く摂るよう心がけること、
そして確認検査には必ず来て欲しいことを伝えました。  

着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

時間を追って進める　（各パート30分）　

事実に基づき仮説をあげる(15分) 
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着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

１ヶ月前から体調が
悪く風邪症状が治ら
ない 

採血のついでに軽い
気持ちでHIVスク
リーニング検査を受
けたら陽性であった

浅野さんは健康に関心がない
から病院に行かなかったので
はないか 
浅野さんは仕事が忙しく病院

に行けなかったのではないか 

HIVに感染するような行為が
あったから、検査を受けたので
はないか。 

医師は問診をしていて、 HIV感
染の危険があると思ったから
検査を勧めたのではないか 

浅野さんは、不安で怖くて、う

そであって欲しいと思っている
のではないか

時間を追って進める　（各パート30分）　
着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

１ヶ月前から体調が
悪く風邪症状が治ら
ない 

採血のついでに軽い
気持ちでHIVスク
リーニング検査を受
けたら陽性であった

浅野さんは健康に関心がない
から病院に行かなかったので
はないか 
浅野さんは仕事が忙しく病院

に行けなかったのではないか 

HIVに感染するような行為が
あったから、検査を受けたので
はないか。 

医師は問診をしていて、 HIV感
染の危険があると思ったから
検査を勧めたのではないか 

浅野さんは、不安で怖くて、う

そであって欲しいと思っている
のではないか

時間を追って進める　（各パート30分）　

仮説を明らかにするために　 
必要な情報をあげる(10分) 

着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

１ヶ月前から体調が
悪く風邪症状が治ら
ない 

採血のついでに軽い
気持ちでHIVスク
リーニング検査を受
けたら陽性であった

浅野さんは健康に関心がない
から病院に行かなかったので
はないか 
浅野さんは仕事が忙しく病院

に行けなかったのではないか 

HIVに感染するような行為が
あったから、検査を受けたので
はないか。 

医師は問診をしていて、 HIV感
染の危険があると思ったから
検査を勧めたのではないか 

浅野さんは、不安で怖くて、う

そであって欲しいと思っている
のではないか

浅野さんの健康についての考
えかた 

勤務の状況 

浅野さんの生活、身近な感染
者がいるか 

浅野さんはどんな気持ちでい
るのか

時間を追って進める　（各パート30分）　
着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

１ヶ月前から体調が
悪く風邪症状が治ら
ない 

採血のついでに軽い
気持ちでHIVスク
リーニング検査を受
けたら陽性であった

浅野さんは健康に関心がない
から病院に行かなかったので
はないか 
浅野さんは仕事が忙しく病院

に行けなかったのではないか 

HIVに感染するような行為が
あったから、検査を受けたので
はないか。 

医師は問診をしていて、 HIV感
染の危険があると思ったから
検査を勧めたのではないか 

浅野さんは、不安で怖くて、う

そであって欲しいと思っている
のではないか

浅野さんの健康についての考
えかた 

勤務の状況 

浅野さんの生活、身近な感染
者がいるか 

浅野さんはどんな気持ちでい
るのか

時間を追って進める　（各パート30分）　

調べる項目を 
あげる(10分) 

着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

１ヶ月前から体調が
悪く風邪症状が治ら
ない 

採血のついでに軽い
気持ちでHIVスク
リーニング検査を受
けたら陽性であった

浅野さんは健康に関心がない
から病院に行かなかったので
はないか 
浅野さんは仕事が忙しく病院

に行けなかったのではないか 

HIVに感染するような行為が
あったから、検査を受けたので
はないか。 

医師は問診をしていて、 HIV感
染の危険があると思ったから
検査を勧めたのではないか 

浅野さんは、不安で怖くて、う

そであって欲しいと思っている
のではないか

浅野さんの健康についての考
えかた 

勤務の状況 

浅野さんの生活、身近な感染
者がいるか 

浅野さんはどんな気持ちでい
るのか

30代男性の標準的な働
き方・食生活 

HIVの感染経路 
スクリーニング検査と確

認検査との違い 

スクリーニング検査で陽
性となった人の行動 

時間を追って進める　（各パート30分）　
着目した事実 仮説（着目した事実から考えられること） 仮説を明らかにするために必要な情報 学習項目（調べる項目）

時間を追って進める　（各パート30分）　

事実に基づき仮説をあげる(15分) 

仮説を明らかにするために必要な情報をあげる(10分) 

調べる項目をあげる(10分) 
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Guiding Questionsを使って・・

   テューターはグループの思考の流れが停滞し
ているときに、 Guiding Questionsを使う。 

   浅野さんはどんな気持ちでいるでしょうか？ 
   HIVのスクリーニング検査が陽性であるとわかった

ときに、医師や看護師は患者に対してどのようにか
かわったらよいでしょう？

PART２
　　　検査結果を聞くために再診した浅野さんは、38度の熱があり
ました。確認検査の結果からHIVに感染していることがわかり、
脱水症状もあるため、そのまま内科病棟に入院することになりま
した。食欲はほとんどなく、点滴を受けることになりました。　　　
医師はHIVを発症しないための薬を飲む必要があると浅野さん
に伝えました。 

　　　担当看護師の吉田さん(26歳)は、突然HIVに感染していると
言われ、地に足がつかない状態にいる浅野さんに、まず落ち着
いて一緒に考えましょうと伝えました。その上で、順調に回復す
れば、1週間で退院できること。それまでに、日常生活を送る上
での注意事項を教えるので、しっかり学んで欲しいこと。　　　　　 

　　　浅野さんの場合は、HIVを発症しないことが最重要課題である
ことを説明しました。

PART２
　　　検査結果を聞くために再診した浅野さんは、38度の熱があり
ました。確認検査の結果からHIVに感染していることがわかり、
脱水症状もあるため、そのまま内科病棟に入院することになりま
した。食欲はほとんどなく、点滴を受けることになりました。　　　
医師はHIVを発症しないための薬を飲む必要があると浅野さん
に伝えました。 

　　　担当看護師の吉田さん(26歳)は、突然HIVに感染していると
言われ、地に足がつかない状態にいる浅野さんに、まず落ち着
いて一緒に考えましょうと伝えました。その上で、順調に回復す
れば、1週間で退院できること。それまでに、日常生活を送る上
での注意事項を教えるので、しっかり学んで欲しいこと。　　　　　 

　　　浅野さんの場合は、HIVを発症しないことが最重要課題である
ことを説明しました。

1日目の終了

  パート１およびパート２を見渡して 
  グループで調べる項目を分担する 
  自分が調べたいことを調べる 
  大切なことは、複数人で調べる、もしくは全員で調べ
よう・・・などグループによって様々 

  次週までに調べ、人数分のコピーを作成して次回に
のぞむ。 

  来週は各人がプレゼンすることも確認 
  遅刻欠席をしないことも確認
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テュートリアルの進め方

  第２日目(90分）
  調べた項目の発表とグループでの共有
（45分） →仮説は支持されたか考えてみる

  パート3（30分）　
  調べる項目分担（10分）

PART３
　　　浅野さんは、32歳の妻（里美さん）と、３歳になる長男（圭祐く
ん）との3人暮らしです。里美さんは、パートタイムで自宅近くの
事務所で数時間働いています。入院2日目、主治医が浅野さん
に、妻への説明も必要であることを話すと、早急に自分から里美
さんに伝えるので、その上で医師からも説明や検査等をして欲し
いと希望しました。浅野さんは、脱水症状や発熱は点滴や解熱
剤で改善しました。しかし、人生のパートナーである里美さんに、
どうやって話したらいいか悩んでいる…と担当看護師の吉田さん
に話しました。 

　　　数日後には退院の予定ですが、俊也さんは、病気が悪化しな
いか、これまでの激務を今までどおり続けていっていいのか、会
社にエイズであることを伝えるべきなのか、周囲から偏見の目で
見られないのか…と考え、心配で夜もなかなか寝つけません。

PART３
　　　浅野さんは、32歳の妻（里美さん）と、３歳になる長男（圭祐く
ん）との3人暮らしです。里美さんは、パートタイムで自宅近くの
事務所で数時間働いています。入院2日目、主治医が浅野さん
に、妻への説明も必要であることを話すと、早急に自分から里美
さんに伝えるので、その上で医師からも説明や検査等をして欲し
いと希望しました。浅野さんは、脱水症状や発熱は点滴や解熱
剤で改善しました。しかし、人生のパートナーである里美さんに、
どうやって話したらいいか悩んでいる…と担当看護師の吉田さん
に話しました。 

　　　数日後には退院の予定ですが、俊也さんは、病気が悪化しな
いか、これまでの激務を今までどおり続けていっていいのか、会
社にエイズであることを伝えるべきなのか、周囲から偏見の目で
見られないのか…と考え、心配で夜もなかなか寝つけません。

テュートリアルの進め方

  第３日目(90分）
  調べた項目の発表とグループでの共有
（30分） →仮説は支持されたか考えてみる

  クラス全体での討議（30分）　
  事例のまとめ（15分）

事例のまとめ

  パート毎の情報に含めきれなかったもの 
  その後、浅野さん夫婦はどうなったのか・・・ 
  学生の不消化さが残らないように 
  A4版1～2枚程度にまとめて配布し、音読する時間をとる。 
  学生は、パート３になると浅野さん夫婦に感情移入でき
るようになり、「事例のまとめ」を聞いてほっとする。 

  吉田看護師のかかわりから、自分もこんな看護師になり
たいと思う学生
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テュートリアルの進め方

  第４日目(90分）
　　講義：看護とは・看護の対象とは・　
　　　　　　看護の役割とは
　　　　　　　　～テュートリアルに基づいた内容と、看護
　　　　　　　　　　の定義のような抽象化された内容等を
　　　　　　　　　　対比させながら講義

ラージクラス・テュートリアル 
　　　うまく進めるためのポイント

  テューターミーティング 
  開始前にきちんと時間をとって 
  テューターガイドは力をいれて作成 
  テューター用資料を配布 
  ラージクラスなので、テューターが困ったとき、責任者
は随時バックアップできる 

  クラス後のミーティングは、短時間でも必ず情報交換
することが大切

ラージクラス・テュートリアル 
　　　　私の感じたメリットとデメリット

  メリット 
  物理的条件の整備しやすさ 
  全体が見渡せるので、把握しやすい 
  経験が浅いテューターの支援がしやすい 
  他のグループの進行が伝わるので良い刺激にもなる 

  デメリット 
  複数のグループをみるので、 

  学生個人を細かくはみきれない 
  討論過程を全部はみれない　～　評価の難しさ

学生からの評価

  自分から進んで調べてみたいと思えるようになった 
  みんなで楽しくしゃべりながらも、真剣に考えることがで
きた。 

  病気のことだけでなく、心情や家族の気持ちなどまで対
応する難しさを感じた。 

  表現することが得意な人はいいけど、苦手な人は苦しい
と思う。 

  他のグループが調べたことも聞けて勉強になった。 

学生からの評価

  テュートリアルを通して、ナースの目線に気がついた。自
分もこの目線を身につけたい。 

  浅野さんに感情移入してしまい、浅野さんのことが心配
になった。 

  休みの人がでると、その分の資料が不足して困った。 
  同じことを調べても、みんな違う資料から見ていて、みん
なで調べると知識が増えると思った。 

  全体発表で堂々と話す友達を見て、スゴイなあと思った。 

マイナスの意見

  「テュートリアルはイヤ～！」という人は、80数名
中３名くらいであった。 

  ものすごく息苦しく、何を誰から話せばいいかと混
乱してしまった。軽く恐怖症になりそう… 

  グループの要領が悪く、イライラした。 
  こういう話し合いは大切なことはわかっているけ
ど、昔から苦手です。 
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テュートリアルと看護学

  グループで学ぶ意味 
  人と話して、何かを培う力 
  友だちどうしで助け合う力・思いやる心 
  対人関係能力 

  探究心を養う 
  問題解決能力を育てる 

  コミュニケーション能力 
  調べたこと、考えたことを他者に伝える 

undefined
29



08.3.18

高知大学 人文学部

石筒　覚

 社会人による講義、ただし「教えない」

  「課題」は現場や個人経験に基づいて提示

  「Problem」の発見、理解を重視

 能動的な「学び」への転換を図る

 課題探求型授業の「課題提示」タイプ

自律協働入門　地域協働入門 

国際協力入門　CBI企画立案 

 自分の内と向き合う（自己認識力）

 自分の外と向き合う（社会的関係性）

  「つながり」の発見と構築

→社会とのかかわりを通じて、これら

の意義を理解すること

  2006年度より実施

  前期 集中講義（金曜日・５時限目）、教員10名程度

  １年生を対象（06年度：53名、07年度60名）

  社会人講義（１時限）＋演習（１時限）

　　他に合宿、振り返りのための自分プレゼンテーション

  社会人の話を聞いた上での自己分析を重視

  学生５～６名に対し教員１名

  07年度から、学生ファシリテーター（ＦＴ）が加わる

 社会人講師は、とくに課題を提示しない

 演習では、講義における話のポイントは何かを議論

 教員、学生ファシリテーターは基本的に聞き役

 自分たちの課題は何かなど、自己分析を重視する

 次の講義に向けた質問の準備などで、授業時間外に集まる

  2007年度より実施（高知県観光部との連携）

  前期 （水曜日・３時限目）、担当教員３名

  １年生を対象（57名）、演習は５名一組

  社会人講義（１時限）＋演習（１時限）＋プレゼンテーション（１時限）

　　　他に地域スタディツアーを講師ごとに土曜日に開催

  講師は、地域活動を実践する社会人（４名）

  社会人が講義の際に提示した「課題」にチームで取り組む

  演習の際、教員、社会人がファシリテーターとして入る（10分）
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  社会人講師は、地域における課題を提示

　　　例：森と自分たちの生活を近づけるためには？

　　　　　 若者による四万十川の新しい活用法

  演習では、課題についての議論と翌週のプレゼン準備

  演習は同一の教室を使用し、教員や社会人がチームの議

論に加わる

  演習の時間では、プレゼンの準備が終わらないので、

　　学生は時間外に集まり、準備作業を行う

  2006年度より実施（国際協力機構〔JICA〕との連携） 

 前期集中講義 （7月15-16日、9月23-24日）教員２名 

 １年生を対象（66名）、演習は６名一組 

 社会人講義（１時限）＋ワークショップ（１時限） 

 講師は、国際協力活動を実践する社会人（６組） 

 社会人が講義の際に提示した課題にチームで取り組む 

 演習の際に教員、社会人がファシリテーターとして入る　　 

 社会人講師は、各種活動や国際社会における課題を提示

　　　例：国際協力活動がどうすれば地域活動になるのか？

　　　　　自分達が国際協力NGOを設立するとしたら？

 ワークショップは、課題の議論とプレゼンの準備

 教員、社会人は、ワークショップの際、チームの議論に加わ

る

 授業時間外で課題のために集まることはない。

 授業時間以外には、教員がチュートリアル的時間をと

らない

 知識のレディネスを前提としない

  「Problem」の解が、多様である

　　→チームで解をつくり、その理由を考えることを重視

調査対象の授業題目：

　自律創造学習　CBI企画立案

　自律協働入門　学びを創る

◎昨年度以前に関連の授業を受講した学生を対象として、

授業を通じた「意欲」や「意識」の変化を追跡調査

◎発送数（329）・・・　回答数（146；44.4%）
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 課題探求実践セミナーとして来年度から開講

  「学び」の転換をどう波及させるか

  「教え」の転換をどう実践するか
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５．出席者アンケート集計結果 
 
全回答者数 ３１人 
 
Q1．「一人の教員で複数グループを指導する PBL の実践」（Watson）の内容に満足できた 

 
思
䨘
䧴
䧐 

䧎
䨈
䨓
思
䨘

䧴
䧐 

䧳
䧫
䨒
䧲
䨌

言
䧔
䧴
䧐 

や
や
思
䧒 

思
䧒 

無
回
答 

合
計 

 

人 0 1 1 15 14 0 31  

 
Q2．「課題探求型授業の全学展開」（辻田）の内容に満足できた 

 
思
䨘
䧴
䧐 

䧎
䨈
䨓
思
䨘

䧴
䧐 

䧳
䧫
䨒
䧲
䨌

言
䧔
䧴
䧐 

や
や
思
䧒 

思
䧒 

無
回
答 

合
計 

 

人 0 3 2 19 7 0 31  

 
Q3．パネル討論での報告者の内容に満足できた 

 
思
䨘
䧴
䧐 

䧎
䨈
䨓
思
䨘

䧴
䧐 

䧳
䧫
䨒
䧲
䨌

言
䧔
䧴
䧐 

や
や
思
䧒 

思
䧒 

無
回
答 

合
計 

 

人 0 2 4 12 11 2 31  

 
Q4．多人数授業での PBL 教育の実施方法が理解できた 

 
思
䨘
䧴
䧐 

䧎
䨈
䨓
思
䨘

䧴
䧐 

䧳
䧫
䨒
䧲
䨌

言
䧔
䧴
䧐 

や
や
思
䧒 

思
䧒 

無
回
答 

合
計 

 

人 0 3 4 15 9 0 31  

 
Q5．多人数授業での PBL 教育を実際の授業で取り入れてみようと思う 

 
思
䨘
䧴
䧐 

䧎
䨈
䨓
思
䨘

䧴
䧐 

䧳
䧫
䨒
䧲
䨌

言
䧔
䧴
䧐 

や
や
思
䧒 

思
䧒 

無
回
答 

合
計 

 

人 0 0 7 8 16 0 31  

 
◆ 改善点・質問・意見など（自由記述意見） 
 
• よくまとめられていたと思います。  
• とても良い機会を与えていただきましてありがとうございました。  
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• PBLにおける評価をどう行うのか、適切な評価はどのようなものなのかについて具
体的な事例を知りたい。  

• 大変わかりやすく参考になりました。PBLの多様性を見ることができ、今後の PBL
や講義の改善に役立てていきたいと思います。  

• 今後シンポジウムがある場合、今までの参加者には早めにメールで教えていただき

たい。  
• PBL を用いた学習後の個々の学生に対する評価方法の詳細について討論したいと

思います  
• PBLの得意なところ、不得意なところがもっと明らかになるともっと深みがでてく

ると思いました。  
• 課題探求型授業の全学展開時、マイクの調子が悪く聞きにくい。またもう少し焦点

をしぼって話をして欲しかった。  
• PBLを用いた大学カリキュラム構成について。PBL専門領域による向き、不向きの

傾向について。（例）文型領域、数学の未解決問題は PBLに向くかどうか 
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