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1.　はじめに

　チーム基盤型学習（Team-Based Learning：以下、TBL と略す）は、学生の能動的学習（active 

learning）の促進に焦点を合わせ、知識の獲得だけではなく、さまざまな汎用的能力を培
うことに配慮した授業モデルの一つである。PBL（Problem-Based Learning ／ Project-Based 

Learning：問題基盤型学習／プロジェクト型学習）とともに近年注目されており、学生を課
題・問題解決に導き、その過程において、クラス活動に能動的に関わらせることができる
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（本書 1）の構成）
本書は二部構成となっており、TBL の基本原則を
扱ったパート 1 と「経験者の声」と題する科目別
の授業実践報告が掲載されたパート 2 に分かれて
いる。

パート 1 : FOUNDATIONS

第 1 章：Critical Thinking and Engagement : Creating 

Cognitive Apprenticeship With Team-Based Learning

第 2 章：Facilitating Application Activities

第 3 章：Peer Feedback Process and Individual 

Accountability in Team-Based Learning

パート 2 : VOICES OF EXPERIENCE（目次は略す）
第 4 章から第 18 章にわたって、さまざまな科目・
研究手法についての実践報告が掲載されている。
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という点で欧米では広く普及している授業モデルである。
　そもそも TBL とは、オクラホマ大学のビジネススクールで教鞭をとっていた Larry K. 

Michaelsen（本書の編者）が 1970 年代後半から大人数クラスでも効果的なグループ学習を
実施できるように考え出された手法である。Micheaelsen の経営管理論の授業において、こ
の手法が試されたわけだが、社会科学系、人文科学系の授業よりも医療専門職系の教育現
場 2）に劇的な変化をもたらしている。
　単なるグループ学習とは異なり、TBL を成功に導くためには、教員の精緻な教授戦略・
授業設計が必要となる。本書評では、その基本原則を本書に従い紹介し、キーポイントを
整理する。

2.　本書の概要

　本書は二部構成となっている。パート 1（5 ～ 62 ページ）では、TBL の基本原則が紹介
されており、TBL 導入の効用及び導入に際しての手順や注意点等が懇切丁寧に書かれてい
る。この基本原則に即した授業実践の報告が「Voices of Experience」（経験者の声）という
タイトルのもと、パート 2（65 ～ 300 ページ）に 15 章（第 4 章～第 18 章）にわたってま
とめられている。
　本書の第 1 章では、TBL 導入の意義と授業設計における基本原則がまとめられている。
学生をクラスにコミットさせる手法や学生の能力を向上させる授業設計のアイデアがわか
りやすく説明されている。第 2 章では、TBL 運営の成否を左右する応用課題の設定と応用
課題解決に向けた学生の活動に焦点をあて、授業設計・運営上の工夫が記されている。第
3 章では、学生間の相互フィードバックの重要性と TBL 実施における学生個々の責任につ
いて論じられている。
　本書評では、パート 1 の基礎編を中心に、TBL 成功のポイントをまとめたい。特に、
TBL の授業設計において有益な基本フレームワークの紹介と整理に重点を置く。紙幅の制
限もあり、パート 2 の実践報告について詳しく記すことはできないが、どの章も興味深い
内容となっており、15 もの授業実践報告が記されている。科目、クラスサイズ、科目特性

（基礎科目～リサーチの方法）が異なる幅広い授業実践が収録されており、社会科学・人文
科学系の主要科目（経済学、文学、歴史、心理学など）のみならず社会科学系の調査手法
に関するクラスや学際分野（本書では、「技術と社会」に関するコース）での TBL 実践事
例も示されており、今後 TBL 形式で授業を行おうと考えている大学教員にとって、非常に
参考になる内容である。是非参照いただきたい。

3.　TBL における重要なコンセプト

　本書や類書において、最も重要なコンセプトの一つが、「TBL は、ただのグループ学習で
はない」ということである。その意味するところは、TBLは、その実施に伴い、少人数のグルー
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プが強固な学習チームへと「変容していく過程」で得られる諸能力を習得できる授業モデ
ルでなければならないということである。著者達は、これを「transformation process：変容
プロセス」と表現し、再三強調している。
　「変容プロセス」で得られる諸能力は、多面的で多岐にわたる。あえて要約すると、TBL

形式の授業から得られる効用は、活用できない膨大な知識の集積ではなく、課題・問題解
決に向けた「活用できる」基本知識の習得と強固なチーム形成を通じて得られる汎用的能
力（問題解決力、コミュニケーション力など）のことであろう。
　従って、学生にこの「変容プロセス」を経験させることが重要であり、それを意識した
授業設計を行うことが教員の責務となる。本書の意義は、活用できない知識を伝授する講
義よりも学生の「変容プロセス」を重視した授業設計をいかに行うかをわかりやすくまと
めているところにある。次章以降、より良い「変容プロセス」が起こる TBL の基本原則を
本書の順に従い、整理する。

4.　TBL の基本原則：4つのフレームワーク

　本章では、まず、TBL を成功に導くための基本的なフレームワークを紹介、整理する。
著者達は、そのフレームワークとして、以下の 4 つを挙げている。

（1）適切なチーム編成（Proper Teams）
（2）個人・チームの学習の質を高めるための準備過程（Readiness）
（3）応用課題の設定とその解決に向けた活動（Application）
（4）学生による相互評価（Peer Evaluations）

　TBL 設計上、この局面のすべてが重要だが、日本の大学の授業で十分に意識されなかっ
た（2）～（4）が特に重要であり、教員が TBL 設計において重視すべき諸点である。
　まず（2）の Readiness（準備過程）とは、RAP（Readiness Assurance Process：準備確認プ
ロセス）という一連の作業を学生に課すことによって、事前学習の強化とチーム内ディス
カッションの活性化を狙ったものである。後に詳述するが、その重要な構成項目が、問題
解決に向けての基本知識の習得を目指した「個人向け準備確認テスト」と「グループ向け
準備確認テスト」である。
　次に、（3）の応用課題の設定とその解決に向けた活動をいかに行うかが、TBL の成否に
大きく関わってくる。学生に学修を促す内容（知識）は、適切な課題設定なしには考えら
れない。そして、その解決に向けたチーム活動をファシリテータとして促進することが、
TBLにおける教員の役割となっている。従って、課題設定とファシリテータ役に失敗すると、
すべてが台無しになる可能性が高くなる。
　最後に、著者達によると、（4）の学生による相互評価の導入が、チームに対する個々の
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責任感の向上とその責任を全うしようとする行動を学生に促すという点で、有効とされる。
これは、非常にセンシティブな問題であり、クラスやチームの雰囲気に悪影響をもたらす
ことも考えられるが、著者達は、チームの学習成果を最大にし、フリーライダーの問題等
への対処のために必須であると考えているようだ。また、教員は最終的に個々の学生に成
績を付与する必要があり、チームへの貢献度を測る一つの指標として用いられるのである。
　このように従来は明確に意識されていなかった諸点を整理し、このフレームワークに従
い、授業設計を行うことが、TBL の成功に必須であると著者達は述べている。次章では、
TBL 設計上重要な概念である「backward design」（逆向き設計）について、本書に従い整理
する。近年徐々に浸透している概念であるが、学生に「何を知ってほしいか」ではなく、「何
ができるようになってほしいか」を根本に据え、逆向き設計でまとめた大きなユニット（学
習単位）ごとに、あらかじめ「どのような知識を学んでおくべきか」を決定する作業のこ
とである。

5.　授業設計において重要な 6つの視点

　本章では、著者達が考える授業設計上重要な諸点を整理する。下図は本書 15 ページに掲
載されている逆向き設計の概念図であ
る。TBL の授業設計上、最も重要なこ
とは、何かを解決する重要なアイデア

（Big idea）を考えることである。
　それを具体的に理解するとはどうい
うことか（Specific understandings of those 

big ideas）、 そ の 理 解 に 必 要 な 根 拠 は
何 か（Evidence of having acquired those 

understandings）、その根拠を生み出す
パフォーマンス課題をどう設定するか

（Performance tasks that generate evidence）、
その根拠を判断する基準をどう設定す
る か（Criteria to judge levels of quality in 

that evidence）、そして最後に、その課題
を解決するために必要な知識やスキルと
は何か（Knowledge and skills necessary to 

complete performance tasks）、という授業
設計上、重要な諸点を逆向きに設計する
ということである。
　困難な作業ではあるが、このプロセス

Big ideas

Specific understandings
 of those big ideas

Evidence of having acquired
 those understandings

Performance tasks
that generate evidence

Criteria to judge levels
of quality in that evidence

Knowledge and skills necessary
to complete performance tasks

図 1　逆向き設計の反復プロセス
（出典）本書、p.15、図 1.4 を転載
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によって、何を学ばせるかということを決定すべきであり、逆向き設計という概念と上図
を示すことによって、著者達は TBL 活性化の条件を示唆しているのである。

6.　準備確認プロセス

　このような逆向き設計によって確定したユニットごとに「Readiness Assurance Process：
準備確認プロセス」（以下、RAP と略す）という一連の作業を学生に課すことが、TBL 成
功の必須要件であると著者達は考えている。この RAP が実際のクラス運営では大きな力を
発揮する。RAP の構成要素は大きく 4 つに分かれており、その手順と意義を順に紹介する。

（1）個人向け準備確認テスト（individual Readiness Assurance Test：以下、iRAT と略す）
（2）グループ向け準備確認テスト（group Readiness Assurance Test：以下、gRAT と略す）
（3）間違った問題に部分点を与えるよう、教員を説得する材料をチームでまとめさせる作業。

通常、文書によって提出させる。（appeals process）
（4）教員による即時・口頭によるフィードバック（feedback）

　このような過程を経ることによって、個人の事前学習を前提としたチーム内での学修・
ディスカッションが促進され、チームとしてのまとまりも強固になっていく。ポイントは、
iRAT と gRAT は同じ問題を作成し、授業の冒頭で行うことである。iRAT で各学生の事前
学習のレベルを確かめ、そのテストを提出させた後、すぐに同じ問題を使って、チーム内
で議論させながら、チームとして適切な解を導き出すという手順である。
　そして、間違った問題に関して、なぜ間違ったかをチーム内で省察、議論させ、それを
アピールする文書にまとめさせるという過程を導入する。このチーム内ディスカッション
の間に、教員は、学生にとって必要な情報や欠落していた視点を巡回しながら即時・口頭
でフィードバックするのである。
　このような手順を経るプロセスのメリットは、まず、学生の事前学習の促進を図れるこ
とである。その後、すぐにチーム内で議論し、教員から即時のフィードバックを受けるため、
学習定着率も高まるであろう。さらに間違った問題の省察、復習も同時にでき、チーム内
で議論するため、コミュニケーション力や傾聴力の訓練にもなる。そのため、RAP は、著
者達が TBL 運営上、最も重視するプロセスなのである。

7.　チーム課題設定と応用活動のための 4S

　第 5 章と第 6 章では、授業設計上の重要な視点と RAP というアイデアを整理した。本章
では、充実した TBL を実践するために必要なチーム課題の設定と授業運営のキーポイント
を紹介する。著者達は、これを英語の頭文字をとって、4S と名付け、重視している。
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（1）学生にとって「重要」な課題（significant）
（2）各チームとも「同じ」課題に取り組ませること（same）
（3）「具体的」な課題、つまり根拠を持って論理的に答えられる課題（specific）
（4）「同時に」発表できる工夫（simultaneous）
　まず、第 5 章で整理したように、教員の最も重要な責務の一つが「課題」の設定である。
その課題の特徴が上記の（1）～（3）である。つまり、解決するに値する課題・問題であ
り（significant）、その同じ課題・問題に各チームは取り組み（same）、具体的な根拠を持っ
て考察できなければならない（specific）、ということである。これらの条件を満たした課題・
問題をチーム内でディスカッション（intrateam discussion）させ、何らかの根拠のある結論
に到達させる。その間、教員は注意深くディスカッションに耳を傾け、適宜、チームやク
ラス全体に専門的知見を提供するのである。
　最後に、その結論を同時発表（simultaneous）3）させることも重要である。なぜなら、各チー
ムの結論が、前の発表チームの結論に影響されるリスクを極力減らす必要があるからだ。
そして、その各チームの結論を巡って、チーム間ディスカッション（interteam discussion）
に導くことができれば、クラスの活性化につながるのである。

8.　学生同士による相互評価

　最後に TBL において、成績評価をどうするかという問題について整理しておこう。通常
のグループ学習では、上述のような細かい授業設計とそれに伴う評価尺度の設定を行いに
くいため、個人への評価が困難になるという側面を持っていた。フリーライダーの出現や
個人の授業外パフォーマンスの評価など、確かめにくい要素が多かったからだ。本書で示
されている学習プロセスと評価方式を採用すると、このような危惧は、かなり低減すると
考えられる。
　まず、上述した iRAT、gRAT、appeals process にそれぞれ得点を振り分けることによって、
個人の事前学習の達成度、チーム学習の達成度、解答を間違った場合の「なぜ間違ったか」
という省察行為のプロセスをそれぞれ評価することができる。
　さらに、著者達は評価対象に「peer evaluation」を組み込むことを推奨している。学生相
互に評価し合うことで、教員が確認できなかった個人のチームへの貢献度を測ることがで
きるからである。また学生個人がチームへの責任を十分に果たすためのインセンティブに
もなるだろう。ただし、チーム内の雰囲気や取り組みに悪影響を与える可能性もあるので、
評価シートの作成や頻度に十分に注意し、実施する必要があるだろう。

9.　おわりに

　ここまで TBL のポイントを本書に従い、紹介してきたが、基本原則やさまざまなアイデ
ア自体は、明解である。しかし、この基本を理解できても、現実問題として、15 回（ある
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いは 30 回）のクラス運営をスムーズに進めるための授業を設計することは難しい。一つの
授業で基本知識の習得から応用の実践までを含み、しかもチームのみならず個人の能力を
向上させる授業設計が如何に困難であるかは、容易に想像できる。不可能だと感じる教員
も多いかもしれない。しかし、現在の日本の大学におけるクラス運営の最大の課題は、教
員側の課題として、「一方的講義からの脱却」、学生側の課題として、「予習・復習文化の定
着」であると言えるので、その克服のために、TBL 形式の授業を試みる価値は大いにある。
TBL の導入によって、この二つのリスクを軽減できる可能性があるからだ。
　また、各国の社会環境や教育制度といったマクロ的要因から科目特性、クラスの雰囲気
といったミクロ的要因まで、さまざまな文脈、文化的背景のもと、授業は実践されるので、
アメリカからの直輸入的授業モデルが成功するとは限らないという指摘もある。このよう
な指摘も理解できるが、TBL の導入によって、有益な学習成果を生むために再考を要する
上述の問題（一方的講義と予習・復習文化の欠如）を改善できると筆者は考えている。
　実際、筆者は、ここ数年「TBL もどき」、「PBL もどき」を実践してきた。そのクラスでは、
ファシリテータに徹すること（学生への「知識の伝達」に重きをおかないこと）の難しさ
や学生の事前学習（予習）、事後総括（省察と復習）の確認・フィードバックの徹底の難し
さに常に直面した。従って、現状では問題点の完全な克服には至っていないが、その低減
に向けて、「もどき」ではなく、本書評で紹介した基本原則に忠実に則った授業設計に変え
る必要があるとも考えている。
　一方で、伝統的な講義形式の授業よりも学生の授業に対するモチベーションの醸成や汎
用的能力の向上に適切な授業モデルであると、感覚的にではあるが、実感できた。そういっ
た意味で、TBL 型の授業運営がある程度成功すると、少なくとも伝統的講義形式よりも、
学生個々の批判的能力、コミュニケーション力、問題解決力などが培われ、課題・問題解
決に活用できる基本知識の習得が可能になると信じたい。
　本書は、TBL 実践に関わる基本原則の学修と理解が容易にできるように構成されており、
幅広い実践報告も充実しているので、TBL 導入を検討している教員の方に、ぜひ一読を薦
めたい。

（注）
1）  Michael Sweet, and Larry K. Michaelesen (eds.) (2012) Team-Based Learning in the Social Sciences and 

Humanities : Group Work That Works to Generate Critical Thinking and Engagement, Stylus Publishing 
LLC.

2）  この辺りの経緯は、Larry K. Michaelesen, Dean X. Parmelee, Kathryn K. McMahon, and Ruth E. Levine 
(eds.)（2008） Team-Based Learning for Health Professions Education : A Guide to Using Small Groups 
for Improving Learning, Stylus.（瀬尾宏美監修（2009）「TBL 医療人を育てるチーム基盤型学習：
成果を上げるグループ学習の活用法」シナジー）に詳しい。
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3）  同時発表のための様々な道具を用意しておくこともスムーズに TBL を進めるために重要である。
本書では、同時に答えを掲げられる「Voting Card」、大きめの「Sticky（付箋）」や小型のホワイトボー
ドを準備することが、同時発表の助けになると記されている。
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