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L. ディー・フィンク博士との対談を中心に
― ファカルティ・ディベロップメントに関して日本の大学への提言― 

土持ゲーリー法一
（要旨）
　本稿は、本学高等教育開発センター客員教授L.ディー・フィンク博士に2013年6月7日、「主
体的学び研究所」においてインタビュー収録した中から、本『フォーラム』（創刊号）に相
応しい 4 つのテーマ、1）教育から学習へのパラダイム転換、2）ファカルティ・ディベロッ
パーとしてのキャリア、3）Flipped Classroom（反転授業）、4）コースデザインとシラバス
の関係を紹介する。これらのテーマは、現在の日本の大学の授業改善および学習改善を考
えるうえで役立つと考えられる。詳細については、以下の「主体的学び研究所」ホームペー
ジの映像「ディー・フィンクと土持ゲーリー法一の FD 対談～教育と学習に関する主体的学
びについて～」（字幕付き）を参照。
　http://www.activellj.jp/

　http://www.activellj.jp/?page_id=715

（キーワード）パラダイム転換、ファカルティ・ディベロッパー、フリップトクラスルーム（反
転授業）、コースデザイン、シラバス

1.　教育から学習へのパラダイム転換

　大学教育学会第 35 回大会（2013 年 6 月 1 日～ 2 日、東北大学高等教育開発推進センター
共催）の統一テーマは「教育から学習への転換」であった。これは日本の大学もパラダイ
ム転換期にあることを示唆している。POD ネットワーク元会長で、大学教育学会で基調講
演を行ったフィンク博士にパラダイム転換についてインタビューした。冒頭、フィンク博
士は、教育から学習へのパラダイム転換は歴史的に重要であるとの認識を示し、アメリカ
におけるパラダイム転換の歴史について、以下のように述べた。「教育から学習へのパラダ
イム転換」の動向は、1995 年頃から聞かれはじめた。これは、高等教育関連の専門誌『Change』
に「教育から学習へ～高等教育におけるパラダイム転換～」と題して掲載された論文に端
を発した。同論文の日本語訳は、雑誌『主体的学び』（創刊号）（東信堂、2014 年）を参照。
これは 1995 年に発表された Barr & Tagg の論文のことである。同論文は、従来の「教育パ
ラダイム」における大学の取組みを批判して、大学の目的は学生の学習を生み出すことで、
教育課程や授業改善は手段に過ぎないとの認識を示したうえで、学生の学習を生み出すこ
とを目的とした「学習パラダイム」にもとづく大学教育の改善を提唱した。このパラダイ
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ム転換によって大学教育がどのように変わったについては、上記の図表「教育パラダイム
との比較一覧」を参照。

教育パラダイム

＊教育を提供／伝授する
＊知識を教員から学生に移譲する
＊コースやプログラムを提供する
＊教育の質を改善する
＊多様な学生のアクセスを可能にする
＊インプット、資源
＊入学する学生の質
＊カリキュラム開発と拡大
＊資源の量と質
＊在籍登録者数と収入の増加
＊教員と教育の質

＊原子論的～全体よりも部分重視
＊時間は一定に保ち、学習は変動する
＊50 分講義、3単位コース
＊クラスは一斉に開始／終了する
＊一クラスに教員が一人
＊独立した学問分野、学部
＊教材をカバーする
＊コース終了時の採点評価
＊クラス内で担当教員による成績評価
＊プライベートな評価
＊学位は単位時間数の累積に相当する

＊知識は “外に” ある
＊知識は指導者が伝授する “塊” や “断片”
　で現れる
＊学習は累積で直線的である
＊知識の倉庫という喩えに合致する
＊学習は教師中心に管理される
＊“活気ある教師”、“活気ある学生” が求め
　られる
＊クラスルームと学習は競争的で個人主義
　的である
＊才能や能力はわずかである

＊生産性の定義～学生一人当たりの指導時
　間に対するコスト
＊指導時間数に対する資金配分

＊教員は主として講義者である
＊教員と学生は独立して別々に行動する
＊教師が学生を分類し選別する
＊スタッフは教職員と指導過程を援助／支
　援する
＊専門家は誰でも教えることができる
＊直線的管理～独立した役者たち

学習パラダイム

＊学習を生み出す
＊学生から知識の発見や考えを誘い出す
＊強力な学習環境を創造する
＊学習の質を改善する
＊多様な学生の成功（成果）を可能にする
＊学習と学生の成果の結果
＊卒業する学生の質
＊学習技術の開発と拡大
＊成果の量と質
＊集合的学習の伸びと能率
＊学生の学習の質

＊全体論的；～部分よりも全体重視
＊学習を一定に保ち、時間は変動する
＊学習環境
＊学生の準備ができたとき環境の準備がで
　きる
＊学習体験がうまくいくなら、なんでも可
　能
＊学習分野や学部を超えた協同
＊規定した学習成果をあげる
＊開始前／中間／終了後の評価
＊外部による学習の評価
＊公的な評価
＊学位は、証明された知識及び技能である

＊知識は一人一人の心の中にあり、個人の
　体験によって形成される
＊知識は構築され、創造され、“取得される”
＊学習は枠組みの重なりで相互作用である
＊自転車の乗り方を学ぶ喩えに合致する
＊学習は学生中心に管理される
＊“積極的な” 学習者が求められるが、“活
　気ある” 教師は不要
＊学習環境と学習は協力的、協同的、助け
　合いである
＊才能や能力があふれている

＊生産性の定義～学生一人当たりの学習単
　位に対するコスト
＊学習成果に対する資金配分

＊教員は主として学習方法や環境の設計者
　である
＊教員と学生は一緒に、あるいは他のスタ
　ッフも加えてチームで活動
＊教師は学生それぞれの能力や才能を引き
　伸ばす
＊スタッフ全員が、学生の学習と成果を作
　り上げる教育者である
＊学習力を高めることは骨が折れる、複雑
　なことである
＊共同管理～チームワーク
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表 1　教育パラダイムとの比較一覧
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　この論文では、1995 年にアメリカの高等教育に「転換」が起きたと明言しているが、フィ

ンク博士は転換が起こりはじめたとみるのが正しいとの見解を示した。アメリカのパラダ
イム転換は 2 つのレベルにおいて起こった。一つ目は、個別の大学レベルにおいてである。
大学政策として、どのようにして優れた教授法を推進するかだけでなく、優れた学習を促
進することができるかという視点に立ったものである。二つ目は、認証評価機構のような
大きなレベルにおいてである。したがって、彼らの論文はアメリカの認証評価機構にも影
響を与えた。それまでは、認証評価機構ではインプットが重視され、大学における資金は
十分か、教員が高い学位を有し、教育方法の研修を受けているかが重要であった。さらに、
図書館には蔵書が十分に備えられているかなど、すべてインプットの側面についてであっ
た。これに加え、「高い資質の学習が行われているか」も重視されるようになった。どのよ
うな学習を促進しているかも問われ、何が高い資質の学習を構成しているか、認証評価機
構に対して推進したい学習の種類や方策、実現されているかどうかの証拠資料を提示、あ
るいは改善のための具体的な計画を示さなければならなくなった。このようにインプット
に加え、学習成果（アウトカム）も評価の対象となった。これらの変化が表面化したことは、
パラダイム転換が起こった証である。今日では、大学でも認証評価機構でも、教育から学
習中心へのパラダイム転換が次から次へと起こっている。
　フィンク博士は、1979 年にファカルティ・ディベロップメントとしての仕事をはじめたが、
1980 年代から 90 年代のはじめにかけて、同僚や教員のファカルティ・ディベロップメント
を行ったときは、いかに講義を良くするか、どのように熱心に、そして組織的に行わせるか、
どのようにして学生に質問を促すかなどであった。それらすべては授業改善のためのもの
であった。そして 1991 年になると、アクティブラーニングに関する最初の本が出版され、
それは爆弾が破裂するような勢いの革命的であった。なぜならば、教育を改善しようとす
れば、授業改善だけでなく、全く異なる教育へのアプローチ（学生をより能動的にさせる
方策など）が必要であることが認識されるようになったからである。能動的という言葉を
正しく理解しなければならないが、それは授業の改善とは全く異なるものである。アクティ

ブラーニングに関する著書が出版されてから、学習を促進するための優れたアイデアの本
が何冊も刊行された。教育方法に焦点を合わせたものも、学習に焦点を合わせたものも出
されたが、それらはどのように学習を改善させるかについてのものであった。1970 年代と
1980 年代にファカルティ・ディベロップメントが行ったことと、1990 年以降とでは全く変
化した。そこではパラダイム転換とアクティブラーニングが一緒になり、教育と学習を改
善する新たな展開がはじまった。
　2012 年の POD ネットワークは、統一テーマが “Pencils & Pixels” と題されたもので、従来
の学習者が鉛筆（ペンシル）とノートで学習する授業と最新の IT 機器（ピクセル）を活用
して学習する授業を言葉巧みに “P” で「ごろ合わせ」させたものであった。ハイブリッド
型学習とブレンド型学習も含まれた。詳細は、『教育学術新聞』（2012 年 11 月 14 日付）を
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参照。フィンク博士によれば、伝統的な授業は教員と学生が同じ教室にいることを意味した。
すなわち、教員も学生も同じ教室にいる。他方では、完全オンラインコースがある。オン
ラインコースとは教室をもたない授業である。Web サイトが用意され、Web のフォーラム
もある。たとえば、教員が Web サイトに情報を載せて講義と同じように学生に提供する。
学生はそれを読み、何かを作成して Web フォーラムに投稿する。あるいは E メールで対話
する。学生は発言したり、投稿を読んでコメントしたりするが、全て電子媒体である。対
面授業のように教員と学生が顔を合わせる機会はない。ハイブリッド型とブレンド型も同
じことで両方を持ち合わせている。アメリカの対面授業は通常週 3 回、月曜、水曜、金曜
に行われる。完全オンラインコースの場合、対話は行われるが顔は合わさない。ハイブリッ
ド型あるいはブレンド型コースでは週 1 回あるいは 3 週に 1 回程度会う。
　ハイブリッド型学習あるいはブレンド型学習の場合と対面授業と比較しながら、オンラ
イン学習とブレンド型学習について、フィンク博士は以下のように説明した。動物学の教
員がいて、生理学のコースを医学部進学課程の学生向けに行った、学生に身体の異なる部
位について教えたいと考えた。この教員は「学生たちに肝臓について教えたい場合、どう
すれば良いか」と尋ねた。健康な肝臓がどのようなものか、病気を患った肝臓はどうか。
それらを知ることは教科書だけでは無理である。教科書に多くの写真を掲載することはで
きないし、実験室があっても多くの肝臓を保管できない。この問題を解決するのに Web サ
イトが最適である。このようなことが教科書でできるようになるにはまだ数年はかかるだ
ろう。しかし、Web では最新の情報を提供し、大きな映像や音声の機能を持たせることが
できる。

2.　ファカルティ―・ディベロッパーとしてのキャリア

　ファカルティ・ディベロッパーにはどのような人が適しているのだろうか。この重要な
問題に正面から扱ったものはない。2008 年に文部科学省は FD の義務化を大学に求めなが
ら、その中心となるファカルティ・ディベロッパーの定義づけや義務化の重要性について
看過した。詳細は、『読売新聞』「論考」「大学授業の改革―能動的学習　訓練の必要―」（2011

年 1 月 5 日）を参照。フィンク博士は、ファカルティ・ディベロッパーのアクティビィティー
とは教員を助け、教授法と学生の学習を改善し、学生の学習を助けることで高等教育機関
の教育上の任務を果たすことと定義づけている。すなわち、教員がより良い教授法を学ぶ
ための活動が出発点となる。アメリカの大学院レベルでは、ファカルティ・ディベロッパー
になるためにどのような学位があるのかについて、ファカルティ・ディベロップメントに
関する学位を授与されているファカルティ・ディベロッパーは稀である。彼らは、一般的
な植物学や歴史学や経済学などに関する学位を有する。フィンク博士の学位も地理学であ
る。彼らは一般的な学位を取得した後、何年かの教授経験を積んで、その過程において教
授法についても学んでいる。そして、他の教員が教授法を学ぶことを支援したいと思うよ
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うになる。すなわち、FD としての専門的な学位を有しているからではなく、他の教員を支
援したいと望んだことから、ファカルティ・ディベッロップメントの仕事をはじめた。彼
らは、教授法や学習法に熱い情熱を抱いている。一般的な学位であっても、ファカルティ・
ディベロップメントを通して、他の教員を支援したいという熱意が生まれてくる。たぶん、
次の世代にはファカルティ・ディベロッパーの中から、大学院生にファカルティ・ディベロッ
プメントについて教えるプログラムをもつ教員が現れるかも知れない。繰り返しになるが、
ファカルティ・ディベロッパーになる前に、一般の教員としての経験を積むことが重要で
ある。なぜなら、もし誰かが優れた教授法があると言う場合、その教え方を自分で試して
いなければならないからである。そうだとしたら、ファカルティ・ディベロッパーになる
には、まず一般の教員であることが望ましい。ファカルティ・ディベロップメントとして
の訓練は助けにはなるが、一般の教員としての経験がより望ましい。
　日本でもファカルティ・ディベロップメントの義務化の後、大学院レベルでどのような
学位が重要になるかが議論されたことを説明すると、フィンク博士は学位よりも経験が重
要だと提言した。最初からファカルティ・ディベロッパーの仕事につくよりも、一般の教
員として 3 ～ 4 年経験して、そのうえでファカルティ・ディベロップメントのような仕事
がやりたかったら、そのときに考えたらよいと助言した。ファカルティ・ディベロップメ
ントになるにはいろいろな方法がある。アメリカの同僚のファカルティ・ディベロッパー
を見ても、ほとんどが同じような経歴をたどっている。彼らは、最初は自分の教科につい
て教え、それから他の教員と一緒に仕事をはじめている。
　フィンク博士のティーチング・フィロソフィーは、教員として研究者として学生に的確な
質問をすれば、彼らから得られる情報は価値があり、学生たちが楽しみながら学ぶような
教授法を作り上げることに役立つとの考えである。我々が学生に尋ねることは何が興味深
いか、何が重要であるかである。もちろん熟慮しなければならないが、学生から聞くこと
でさらに良くなる。
　フィンク博士は、本学の SCOT プログラムが画期的であると絶賛した。学生が教室に行
き、学生の視点から教室での出来事を観察して教員に事実を報告する。これは教育から学
習へのパラダイム転換の一端である。教員は、学生からの観察レポートを聞くとき、教
員の視点からだけではなく、学生の視点からも見ることができ、新しい門戸を開くこと
ができると述べている（注：本創刊号に、Susan C. Eliason and Kasey M. Nelson (Brigham 

Young University), “Students Consulting on Teaching (SCOT): Moving Toward a Learning-centered 

Paradigm” と題する興味深い論文が収録されている）。

3.　Flipped Classroom（反転授業）

　反転授業について、フィンク博士は以下の図表を用いて教室内授業と教室外学習とに分
けて説明している。
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　伝統的な授業では講義を行い、学生は読書をしたり、宿題や問題を解いたりして試験を
受ける。多くの教員は、このような教育方法に満足しているわけではない。なぜなら、教
員は、教室で内容を伝えるだけで多くの時間を費やし、討論や演習（アクティブラーニング）
ができないからである。このような状況を改善しようと生まれたのが反転授業である。学
生が事前学修をしたことを前提に教室内授業が行われる。すなわち、教室内では講義をす
ることが目的ではなく、フィードバックが中心となる。このように教室内と教室外を反転
させることから反転授業と呼ばれる。これは、学生にも教員にも能動性を促す効果がある
とフィンク博士は述べている。アメリカでは、反転授業をチーム・ベースド・ラーニング (TBL)

写真：Ｌ．ディー・フィンク博士との対談（2013 年 6 月 7 日、メディアサイトにて）

教室内
授業

教室外
学習

読書

読書

宿題

講義

講義

試験

教室内
授業

教室外
学習

新情報の検索

問題解決課題–
フィードバック

知識「活用」
に関する能力

テスト

反転授業

出典：L. Dee Fink,“Significant Learning,Active learning, and Team-based Learning 
　　　− In Medical Fields”(Itabashi Campus,Teikyo University,June 8, 2013)
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として導入することで、さらにアクティブラーニングを活性化させている。TBL の特徴は、
授業の初めのチーム編成が重要である。編成は学生にさせるのではなく、教員が周到に計
画して準備する。反転授業はアクティブラーニングを進めるうえで優れた方策であるが、
これは学生が事前準備をしないと成立しない。したがって、学生が事前準備をしたかどう
かを確かめるための「準備確認試験（Readiness Assurance Test, RAT）」が不可欠となる。さ
らに、チーム内の個々の学生をどのように評価するかという問題も出てくる。アクティブ
ラーニングや反転授業を最適なものにするには、教員と学生双方の意識改革が必要である。
　アクティブラーニングを推し進めるには、教員から学生へ、教育から学習への「パラダ
イム転換」が必要である。アクティブラーニングの鍵となるのが “Student Engagement” であ
る。ピッツバーグで開催された 2013 年度の POD ネットワーク大会では、2012 年度 POD

研究助成を受けたプロジェクトがポスターセッションで紹介された。この中で “Student 

Engagement” は、大講義室ではできにくいと考える教員が少なくないようであるが、教員
がアクティブラーニングを促す具体的な行動を学生に取らせることで可能になるとした研
究成果であった。アメリカでは、“Student Engagement” の度合いを尺度に大学を評価する
National Survey of Student Engagement (NSSE) が急速に拡大し、カナダ版も作成され、その
結果が他大学と比較され、予算配分の基礎材料として使われている。
　 前 述 の POD ネ ッ ト ワ ー ク の Plenary Session で は、Adrianne Kezar, University of South 

California, “The Risks and Rewards of Becoming a Campus Change Agent”と題する講演があった。
タイトルからも明らかなように、ファカルティ・ディベロッパーは、教員と学生の中間に
位置する “Change Agent” の役割を果たすものであるとの内容であった。本学の高等教育開
発センター（CTL）でも “Student Engagement” の重要性を認識し、SCOT (Students Consulting 

on Teaching) を導入している。これは学生視点で授業を改善するというもので、「学生によ
る授業コンサルティング」と呼ばれる。同センターでは、SCOTを「パラダイム転換」の“Change 

Agent” と位置づけている。最近は、学内での認知度も深まり、多くの教員から SCOT への
依頼が増えている。SCOT の詳細については、同センター HP を参照。現在、CTL では、
“Promotion of Student Engagement” のスローガンを掲げ、その頭文字をとって “POSE” と呼ん
でいる。詳細は、『教育学術新聞』（2013 年 11 月 20 日付）を参照。

4.　コースデザインとシラバスの関係

　日本の大学ではコースデザインとシラバスを混同しているが、フィンク博士によれは、
日本だけでなくアメリカでも多くの教員が混同しているとのことである。教員がコースを
デザインすることについての良いアナロジーは建築家である。たとえば、建築家が建物を
デザインするとき、多くのことを考えなければならない。地面の条件はどのようなものか、
固いか柔らかいか、建物の目的は何か、ビジネス用の高層ビルか、一般家庭用の 2 階建住
宅か、建物の用途は何かなど、多くの事柄についてである。どのくらいの予算のものなの
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かも考えなければならない。それらが決まったら、さらにいくつかの選択をしなければな
らない。コンクリートを使うか、木材を使うか、大きな空間か小さな空間で済ませるか、
照明はどうするか、窓はどうするか、どのような窓か、どこに窓を取り付けるか、あらゆ
る決定をしなければならない。これらのすべてのプロセスがデザイン・プロセスである。
状況に応じて、消費者に最適の製品を提供しなければならない。
　建築家はすべてを決定すると、これを設計図に落とし込んでわかるようにする。全部を
図面に表し、コンクリート、木材、照明、窓の位置などを詳細に記述する。これは設計図
と呼ばれる。
　これと全く同じことが、コースデザインのプロセスでもいえる。デザイン・プロセスで
は状況を理解し、情報を集めて決定を行う。コースデザインの場合、学生に何を学んで欲
しいか、学習にとって最適な学習行動はどのようなものか、どのような評価方法が適切か、
どのような教授戦略を立てるかなどである。これらが決定したら、そのことを伝えること
が必要である。この場合、学生に伝えなければならない。伝えるための書類の媒体がシラ
バスと呼ばれる。したがって、シラバスはデザインした結果を建築家が伝えるための書類
と同じである。すなわち、シラバスは設計図のようなものである。コース設計プロセスは
建築家の設計プロセスに似ている。その意味で、教員は学生の学びの建築家であるという
ことも言える。このように、教員は高い資質の学生の学びをデザインする建築家である。フィ

ンク博士が考える高い資質とは学生の学ぶ意義のことである。学ぶ意義とは、学生の人生
に真の違いをもたらすこと、試験に合格するために学んで後は忘れてしまうものではなく、
真に人生を変えることの意義ある学習を意味する。そして、すべてのコースや学習経験が
意義ある学習を作り出すことである。
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