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知識を獲得すること、そして獲得した
知識を適用して考えて問題の解決に取り
組むこと、この内化と外化というプロセ
スが学びにおいて重要であることは言う
までもありません。エンゲストローム

（2010）は、この内化から外化への進展
を含む学習のプロセスを「動機づけ―方
向づけ―内化―外化―批評―コントロー
ル」という学習サイクルとして描き説明
しています。すなわち、学習者が自身の
経験や知識では解決できない問題に直面
し（動機づけ）、問題の解決のために必
要と思われる学習を想定して学習を開始
して（方向づけ）、必要な知識を獲得し（内
化）、獲得した知識を適用して解決をは
かり（外化）、適用する知識の限界を見
つけて知識の再構築はかり（批評）、最
後に一連のプロセスを省みて次の学習プ
ロセスへと向かう（コントロール）とい
うサイクルです。また、松下（2015）は、
この内化と外化の関係は一方向的なもの
ではなく、外化の活動によって理解が深
まること、つまり内化が深まるという考
えを示しています。

授業でこの内化と外化というプロセス
を実践する方法はさまざまありますが、
プレゼンテーションもその１つと言えま
す。今回は、授業の中のプレゼンテーショ
ン課題によって内化と外化のプロセスを
導いている事例を紹介します。

プレゼン課題
内化外化の学習サイクル

経済学部の宍倉学先生が担当する全学
モジュールII科目「社会制度と経済活動」
では、人口減少社会をテーマにして、グ
ループディスカッションとプレゼンテー
ション課題を取り入れた実践が行われて
いました。授業の基本構造は、予習とし
て課題図書の指定箇所を読んで内容を整
理しておくことからはじまり、対面の授
業時間には、グループでのディスカッ
ションと宍倉先生からの解説がなされ、
内容の区切りによってプレゼン課題が与
えられるというものです。このプレゼン
課題の出し方にはちょっとした工夫がさ
れていて、「解決策等の提言を含めるこ
と」というルールがありました。このルー
ル設定によって、学んだ知識を適用する
外化の方向性と文脈が生じることで、学
生が自分ごととして考えて知識を活用す
ることができていたように思われまし
た。実際にプレゼンテーションを参観し
てみても、それなりの議論がなければ完
成しないようなしっかりとした発表で、
学生の取り組みも充実していたことがう
かがえました。そしてその発表内容に対
して、宍倉先生によるコメントで、新た
に掘り下げて考えることのできるテーマ
が示されていたことにより、次の学びへ
の方向づけがされているようにも思われ
ました。

通常のプレゼンテーション課題でも、
ちょっとしたルール設定の工夫によっ
て、外化の文脈が提供され、学習プロセ
スを駆動させることができることを今回
の好例から学ぶことができました。

〈文献〉
エンゲストローム ,Y. （2010）『変革を生む研修のデザインー仕事

を教える人への活動理論ー』（松下佳代・三輪建二監訳）鳳
書房（原著：Engeström, Y. (1997). Training for change: 
New approach to instruction and learning in working life. 
Paris: International Labour Office. ）

松下佳代（編著）　（2015） 『ディープ・アクティブラーニングー
大学授業を深化させるためにー』　勁草書房
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みなさんは授業でレポート課題を課
されていますでしょうか。レポート課
題に関しては、現在「コピペレポート」
が問題になっています。インターネッ
トが普及した現在、学生たちはあらゆ
る情報に容易にアクセスできるように
なりました。こうした中、コピペに関
しては、レポートの作法や倫理的な観
点からの指導だけでは十分ではないか
もしれません。

また、「頭使って書いてないなあ」
というレポートも見られたことがある
と思います。レポートは評価課題（授
業の成績をつけるための課題）である
と同時に、学習課題（それに取り組む
ことが学びにつながるような課題）で
あることを考えると、そうしたレポー
トは望ましいものとは言えないでしょ
う。

一方、学生からレポート課題はど
のように見えているのでしょうか。
Devlin and Gray  (2007) によると、学
生が剽窃をする理由について学生にイ
ンタビュー調査をした結果、次の８つ
の理由が挙げられたとのことです。

１．入学時のレベルが低いので、剽
窃するしかない

２．剽窃が何か分かっていない
３．自分で調べたり、考えたりする

スキル、またそのための時間を
作るスキルが低い

４．課題がフェアではない、難しい、
できないと感じる

５．怠惰、剽窃したほうが楽
６．ばれずに剽窃できることが誇ら

しいと感じる
７．よい成績へのプレッシャー
８．学習にかけるお金を無駄にでき

ないという感覚（入学費、留年
費用、落第した場合の再履修費
など）

様々な理由がありますが、１～４ま
では「何をすればよいかわからない」
から剽窃をしていると言えるでしょ
う。そうであるなら、少なくともその
理由で剽窃している学生に対しては、
レポート課題で何が求められているか
を具体的に示すことで剽窃を防ぐこと
ができるかもしれません。

また、レポートでは「自分の意見を
書くのではなく、客観的に根拠づけら
れた主張を書くこと」のように学術論
文で求められる基準をそのままレポー
ト課題に当てはめるケースも一般的で
すが、「確実性」を追求する場合、自
分自身で考えるよりも、インターネッ
ト上で容易に入手可能な研究者による
文章を利用した方がよい、と考えるこ
とにも合理性があると言えるでしょ
う。学生自身が考えて書く意味がどこ
にあるのかについて、学生と教員双方
の理解が一致していることが重要で
す。

“ought implies can” ということばが
あります。これは「「べき」は「できる」
を含意する」という意味ですが、「～
すべき」という当為を提示する際には、
その相手がそれを「できる」というこ
とが担保されていないといけない、と
いう意味です。レポート課題において

も、学生の実際のライティングスキル
を考慮に入れながら、目標を設定する
必要があるでしょう。

以上のことから、レポート課題に関
しては「こうあるべき」という確固た
る目標があるのではなく、実際の学生
の現状に合わせて目標設定をすべきこ
とがわかります。また、その際にレポー
ト論題（「～について説明せよ」など
の教員からの指示文）の工夫はコスト
が低い割に効果があるのではないで
しょうか。実際、「～について概略を
述べよ」という論題では、他の論題よ
りも剽窃が多かったという研究結果も
あります（花川、2013）。「～について
概略を述べよ」という論題では学生は
何をすればよいかわからなかったから
だと考えられます。「具体例を挙げな
がら説明せよ」など、ちょっとした工
夫をするだけで、学生は思考を巡らせ
ながらレポートに取り組むのではない
でしょうか。

学生を思考にいざなう
レポート課題とは？

〈文献〉
Devlin, M. and Gray, K.  (2007). “In their own words: a 

qualitative study of the reasons Australian university 
students plagiarize”, Higher Education Research 
and Development, 2007, 26 (2), pp. 181 - 198.

花 川 典 子（2013）「 コ ピ ペ 対 策 の 実 践 ― コ ピ ペ 検 出 シ ス
テム」、『思考し表現する学生を育てるライティング
指導のヒント』、関西地区 FD 連絡協議会・京都大学
高等教育研究開発推進センター編、ミネルヴァ書房

4 月に大学教育イノベーションセンターに着任しました。博士論文のテーマは哲 学（分

析哲学）でしたが、現在は高等教育を専門にしています。現在の研究テー マは、レポート

課題とプロジェクト型学習についてで、どちらもどのような「お 題設定」が効果的な学習

を生み出すかについて研究しています。『学生を思考に いざなうレポート課題』では、学

生がコピペをせずにレポート課題に取組むため には何が必要かについて、「レポート論題」、

「授業設計」、「評価」の 3 つの 観点から検討しましたのでぜひ参考にしてみてください。

『学生を思考にいざなうレポート課題』
成瀬尚志　編（2016 年 12 月　ひつじ書房）

大学教育イノベーションセンター

成瀬　尚志
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大学教育イノベーションセンターで
は、昨年度 8 月に本学のキャリア支
援センターとともに 2011 年度および
2015 年度の卒業生に対する調査を実
施しました。この調査では 3,020 名の
卒業生に協力を依頼し、603 名（回収
率 19.97％）から回答を得られました。
今回はこの調査から、初職の就職時に
評価されたと思う点について見てみま
しょう。この設問では提示した選択肢
のうち１位から３位までを選んでもら
いましたが、ここではそれらすべてを

足した値について見ることにします。
もっとも割合が高かったのは両年度

の卒業生ともに「人柄や個性」で、8
割近くが 3 位までに選んでいました。
ちなみにこの項目は 1 位に選んだ者の
割合ももっとも高く、両年度ともに 3
割でした。つぎに割合が高かったのは

「大学での学習活動」であり、両年度
ともに 4 割強でした。

両年度で割合に差があったのは
「サークル、ボランティア活動などの
課外活動」で、2015 年度卒業生では
38.0％でしたが、2011 年度卒業生では
26.8％と 11.2％ポイントの差が見られ
ました。また、「アルバイトなどの就
業経験」も 2015 年度卒業生の方が、
割合が 7.4％ポイント高いという特徴
がありました。逆に、2011 年度卒業
生の方が割合が高かったのは「取得し
ていた資格やスコアなど」、「長崎大学
からの採用実績」、「長崎大学の学生・

卒業生だったから」であり、すべて 5％
ポイント以上、高い結果でした。

別の設問で「大学時代に学んだり経
験したりしたことの中で、今の自分に
活かされていると思うこと」について
自由記述で書いてもらい、テキストマ
イニングで回答に頻出する単語を確
認したところ、2015 年度卒業者では、
サークル・部活でしたが、2011 年度
卒業者ではそのような特徴は確認され
ませんでした。

以上の 2 つの設問から、卒後 5 年目
になると、大学時代に学んだことにつ
いての評価が変化する可能性が示唆さ
れます。これについては今後も調査を
実施し明らかにしていきたいと思いま
す。

なお、本卒業生調査についてのより
詳細な報告書は、今年度、大学教育イ
ノベーションセンターのウェブサイト
で公開する予定です。
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FD・SDスプリングワークショップのご報告

学生による
教育改善のための
委員会より

長崎大学では平成 26 年度より「学生による教育
改善のための協議会」を設置し、学生と教員による
協働のもとで教育や学生生活の改善等に取り組んで
います。今年度は名称を「学生による教育改善のた
めの委員会」と新たにし、スタートを切りました。
各学部より推薦された新たなメンバーも加わり、7
月までに 3 回の定例会を行いました。

現在委員会では、長崎大学初の学生発案型授業で
ある「学生発案！学生として今をどう生きるべきか

考える実践型授業」が第 3 クォーターに開講される
ことに向けた準備を進めています。今年度の委員長
に選出された環境科学部 3 年生の赤山紗也果さんは

「今年度の活動の目玉の一つは、学生発案型授業の
開講です。これまで数年に渡り、委員会が調査して
きたアンケート結果を元に発案・企画しました。委
員の学生は発案するだけでなく、授業にも主体的に
携わるので、様々なフィードバックが得られるだろ
うと期待しています。」と意気込みを語りました。

今年度は学生発案型授業の他にも、学生と教員が
授業や学生生活について本音で語り合うためのワー

クショップの企画や学生と教員の協働によるイベン
トの開催等、学生と教員双方の視点を生かした新た
な活動を、学生が主体となって計画しています。ま
た組織の改革にも着手し、これまで学生のメンバー
は各学部から推薦された学生のみで構成されていま
したが、今後は活動に参加する意欲がある学生を公
募し、より一層体制の充実を図ることになりました。

これからも委員会は長崎大学が学生と教員にとっ
てよりよい大学になるように、日々活動を続けてい
きます。皆さまのご協力をどうぞよろしくお願いい
たします。

本学での教養教育や学生支援等における課題を共
有し、新年度からの教育改善にすぐに役立てられる
よう、3 月 3 日、６日、７日に開催した平成 28 年
度 FD・SD スプリングワークショップが無事に終
了しました。おかげさまで、全５プログラムに延べ
51 名の方々にご参加をいただきました。ご参加く
ださったみなさま、ありがとうございました。

初日に開催した「初年次セミナー科目による事例
報告」と「クォーター制導入の科目による事例報告」
は各部局よりそれぞれのプログラムに３名ずつ、計
６名の先生方を講師としてお招きし、授業で取り組
まれている実践について詳しく紹介をしていただき
ました。全体での討論では、グループワークの人数
の決め方や成績評価方法、クォーター制の利点や授
業構成方法等について終了時間間際まで活発な議論
が交わされ、参加者のみなさまの授業に対する熱意

を感じるプログラムとなりました。
各プログラム終了後のアンケートでは、８割以

上の方に「今後の授業実践に活かせる内容であっ
た」、「到達目標が達成された」、「全体として満足し
ている」と回答していただきました。今後、長崎大
学 FD としてとりあげるテーマ・内容についていた
だいたご意見・ご要望の中には、COC+ 事業の紹
介やクォーター制での専門教育の在り方についての
議論、授業アンケートにおいて学生の満足度の高い
授業を行っている教員による実践報告等がありまし
た。

９月には長崎大学 FD・SD サマーワークショッ
プが開催されます。この夏も教職員のみなさまに
とって有益となるプログラムの企画を鋭意進めなが
ら、ご参加をお待ちしております。詳細は、次号を
ご覧ください。

新生！学生による教育改善のための委員会

大学教育イノベーションセンターでは、集合研修で行われる長崎大学 FD のほ
かに、各部局に出向いて部局 FD として開催する「出前 FD」を実施しています。
〈これまでに実施した出前 FD の例〉

◆簡単にできるアクティブラーニング（経済学部 FD）
◆達成度の判断に使える学修基準（ルーブリック）について（水産学部 FD）
◆アクティブラーニングによる授業の充実（薬学部 FD）
◆学生による授業評価からのフィードバック（言語教育研究センター FD）

実施内容は、ご要望に合わせて構成いたします。内容によっては、限られた時間
を有効に使って行う「e ラーニングとのブレンド型」での実施も可能です。また、
教員個人を対象とした授業設計のコンサルテーションも行っています。シラバス

作成、授業設計、教授方法などについて、担当教員と共に授業の改善案を考えま
す。下記 web ページより、お申込みいただけます。お気軽にご相談ください。

◆出前 FD のお申込みはコチラ↓→
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/FD/h29-g-fd/

◆授業設計コンサルのお申込みはコチラ↓→
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/consulting/


