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日本は1990年代に入って、高度経済成長期の終焉とともに訪れてきた経済的低迷に直面した。
これは日本社会が、知識を習得して再現することが重要視された社会から習得した知識を再構築し
てイノベーションを創出することが重要視される社会にシフトする契機となった。これは教育政策
の変化を促した。一方、同年代に各大学は大学進学者数の増加により、学生の基礎知識、学習方
法、動機付け、ニーズが多様化するという大学入学者の変化を経験していた。そうすると一方向的
な講義だけでは教育が成り立たなくなり、大学内部では新しい教授法を求める声が上がっていっ
た。これらの教育政策の変化と大学入学者の変化を背景に導入されたのがアクティブラーニングで
ある。今後、次期学習指導要領にアクティブラーニングを指す「主体的・対話的で深い学びの実現」
が含まれる予定である他、各大学の入学者受入方針による入学者選抜が強化されるにつれ、アク
ティブラーニングは高等教育段階のみならず、初等中等教育段階にも普及していく見込みである。
キーワード：アクティブラーニング、ファカルティ・デベロップメント、反転授業、高大接続、
京都大学高等教育研究開発推進センター

Ⅰ.はじめに
近年、日本では新しい教授法としてアクティブラーニングが注目を浴びている。アクティブラー
ニングとは、「一方向的な知識伝達型講義を聴くという（受動的）学習を乗り越える意味での、あ
らゆる機能的な学習のこと」を指す(溝上, 2014)。本稿では、こうしたアクティブラーニングの導入
過程について主に京都大学高等教育研究開発推進センター（2003年まで京都大学高等教育システ
ム開発センター、以下、両方をセンターとする）の研究や実践活動を取り上げ、教育政策の変化と
大学入学者の変化という2つの側面から説明し、その普及の事例を報告する。そして最後に、筆者
が考えるアクティブラーニングの導入と普及における展望と課題について論じる。

Ⅱ．研究方法
本稿では主に文献調査を行い、センターの研究や実践活動の中でもアクティブラーニングに関わ
る書籍、論文、報告書、発表論文集、公式HPを幅広く収集した。他にも、アクティブラーニング
に関する文部科学省から出された答申や統計資料を参照した。
本稿で取り上げるセンターは、日本の国立大学では初めての大学教授法に関する教育研究施設
として1994年に創設された。センターで行われてきた研究及び実践活動は、今日の日本における
アクティブラーニングの導入と普及に密接に関わっている。
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性が生じていた。その理由はまず、「大学のユニバーサル化」による学生の多様化と深く関わってい
る(Matsushita,

Ⅲ．導入過程
가. 3.1．教育政策の変化とアクティブラーニングの導入
敗戦後、日本は高度経済成長を遂げたが、1990年代に入っては天井知らずに上がっていた不動

2017)。トロウ(1976)は、高等教育の発展段階を、進学率によってエリート段階

（15％以下）、マス段階（15％～50％）、ユニバーサル段階（50％以上）に分類した。

産の価値が急落し、多くの個人投資家や企業は多額の損失を受けた。以降、日本は長期的な経済的
低迷に陥った。この不景気は日本社会に大きな変化をもたらした。高度経済成長期には他国の成長
モデルをいかにうまく習得するかが重要視されたとすれば、これからは習得するだけでは十分でな
く、そこから新しいモデルを見出さねばならなかった。こうした変化は教育にも影響を及ぼし、ど
れほど多くの知識を習得したのかという「量」以上に、習得した知識をいかに再構築してイノベー
ションを創出するかという「質」が重要視されるようになった。
文部科学省は、こうした変化を踏まえた新しい教育政策を展開した。そのうちアクティブラーニ
ングの導入と普及に関わっているとされるのが、以下に取り上げる3つである。まず、『学士課程教
育の構築に向けて（答申）』(中央教育審議会,

2008)である。以上の変化を受けて同答申では、各

大学の学位授与に関する方針と分野別質保証枠組みづくりの基準として「学士力」が提示された。そ
の参考方針として、大きく「知識・理解」「汎用的技能」「態度・指向性」「総合的な学習経験と創造的
思考力」が示された。「知識・理解」は従来の知識の習得を意味するものであるが、他の3つには各々
「コミュニケーション・スキル」「自己管理力」「知識・技能・態度等を総合的に活用」などが含まれて
おり、習得された知識をいかに活用につながせるかが工夫された。
次に取り上げられるのは『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続
け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）』(中央教育審議会,

2012a)である。同答申で

は、「学士力」を育む具体的な方法としてアクティブラーニングが挙げられた。教育政策の中にアク
ティブラーニングが明記されたのは、これが初めてである。同答申用語集では、アクティブラーニ
ングの定義を「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加
を取り入れた教授・学習法の総称」「学修者が能動的に学修すること」とし、その目的が「認知的、倫
理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る」ことであるとした(中央教
育審議会,

2012b)。そして例として、「教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グ

ループ・ワーク等」を挙げた(ibid)。
最後に挙げられるのは、『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領
等の改善及び必要な方策等について（答申）』(中央教育審議会,

2016)である。同答申では学習指

導要領の改訂について扱われ、初等中等教育段階から高等教育段階、ひいては社会生活までのトラ
ンジションを重視する他、初等中等教育段階におけるアクティブラーニングの導入が強調された。
但しその用語においてアクティブラーニングの代わりに、「主体的・対話的で深い学び」が用いられ
た。これは、従来のアクティブラーニングが「外的活動」のみを重視したあまり「活動あって学びな
し」になる恐れがあることから、そこに学習者の理解の質を表す「深さ」を加えた「ディープ・アク
ティブラーニング」(松下 et al, 2015)から取ってきた概念である。したがって同答申が出されて以
来、文部科学省が用いるアクティブラーニングの概念は、こうした「ディープ・アクティブラーニン
グ」であるといえる。ただ本稿では便宜上、アクティブラーニングと「ディープ・アクティブラーニ
ング」を総括し、アクティブラーニングと記すことにする。

나. 3.2．大学入学者の変化とアクティブラーニングの導入
アクティブラーニングの導入が政策的に進められる中、大学内部においても新しい教授法の必要
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図1 ⽇本における⼤学在学者数及び⼤学進学率の推移
（出典：『学校基本調査年次統計』(2017)を参考に筆者が作成）
図1に示されているように、日本の大学進学率は1960年から1975年まで一度急激に増加し、その
後1990年までは約37％に維持されるが、1990年代からまた増加する傾向を示す。そして、2000年
代からは約50％を超え、ユニバーサル段階に入った。同時に、1960年には70.9万人だった在学生数
は、1990年代には約300万人を超えた。このように学生数が増えるにつれ、自然に彼らの基礎知
識、学習方法、動機付け、ニーズなどは多様化した。そのため、今まで通りの一方向的な講義だけ
では教育が困難になったのである。一方、こうした「大学のユニバーサル化」を「多様化」ではなく、
「質の低下」と見なした研究もある。山内(2002)は、マス段階からユニバーサル段階に移行する際
に、多くの教員や研究者たちが学生の「質の低下」を実感する「葛藤」が生じ、教育・授業における改
善を試みる動きが現れるとした(ibid)。
その理由が「多様化」か「質の低下」か、どちらにせよ大学で教えることの難しさが増したことは事
実であった。1998年に京都大学の教員を対象にした調査の結果、学生の基礎能力が「ある程度低
下」「おおいに低下」だと答えた割合は48.2％だった一方、「ある程度向上」「おおいに向上」は9.9％に
過ぎなかった(梶田, 田中, & 石村, 1999)。また、1990年代から学生の私語や「生徒化」など、新た
な問題が浮上していった(溝上, 2017a)。
こうした変化を受け、1990年代からは大学において新しい教授法を求める声が上がっていった。
こうした高等教育を「内から」実質的に改革しようとする要望は、センターのような教育研究施設の
創設につながった(岡田, 1994)。センターでは、1996年4月から1997年1月にかけて第1回目の「公開
実験授業」を行った(京都大学高等教育教授システム開発センター, 1997)。そこでは授業の中では受
講生が感想、意見、反論を書いて提出する「何でも帳」が活用され、学生の積極的な参加が授業に与
える肯定的な影響が確認された。「何でも帳」は学生にも評価され、「出席を続けた理由（複数回
答）」の中で2番目の17.3％を占めた(ibid)。こうした試みは、日本におけるアクティブラーニング型
授業の原型として捉えることができる(溝上, 2007)。
こうして日本の大学では、その内部から生じた必要性と前述した教育政策の変化や導入に伴
い、アクティブラーニングに関する様々な活動が活発化していった。以下では、主にセンターの研
究及び実践を中心に、アクティブラーニングがいかに普及されているのかについて詳しく扱う。
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究及び実践を中心に、アクティブラーニングがいかに普及されているのかについて詳しく扱う。
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大学OCW、KyotoUxが挙げられる。

Ⅳ．普及

まず、京都大学OCW（https://ocw.kyoto-u.ac.jp）とは、2005年から公開されている、学内

다. 4.1．ファカルティ・デベロップメント
アクティブラーニングを授業の中に導入するためには、授業をデザインし実行する教員も再教

で行われた授業や講演などをインターネット上に無料で公開するプラットフォームである。コンテ

育を受ける必要があった。したがってアクティブラーニング型授業は、ファカルティ・デベロップ

ンツ数は、2017年現在、通常講義が321、公開講座が262、国際会議が65、最終講義が68、合計

メント（Faculty Development；以下、FD）の中でも扱われるようになった。

716に至る(京都大学FD研究検討委員会, 2017)。

FDとは、ミクロレベルでは「『教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の

また、KyotoUx（https://www.edx.org/school/kyotoux）とは、センターが制作するMOOC

総称』と授業を対象とした取り組み」を指し、ミドルレベルでは「カリキュラムや教育プログラムの改

（Massive

善」、マクロレベルでは「教育制度改革など組織全体における改善・向上の取り組み」を意味する(京

オープンオンライン講義を意味する。大学の講義をインターネット上に公開するという点は京都大

都大学高等教育研究開発推進センター, 2017a)。ここでいうFDとは、主にミクロレベルのものを指

学OCWと同様であるが、コミュニケーション機能が強化されている点や受講生が修了条件を満たし

す。

た場合には修了証が発行される点が異なる。2013年からプラットフォームが公開され、2017年10

FDを推進している代表的な教育研究機関の一つであるセンターでは、全学教員向けの「全学教育
シンポジウム」、新任教員向けの「新任教員教育セミナー」、大学院生向けの「大学院生のためのプレ

Open

Online

Course）を公開するプラットフォームを指す。MOOCとは、大規模

月現在には11本のMOOCが公開・運営されている。図3は、KyotoUxのMOOCが活用された反転授
業の仕組みを表したものである。

FD」（以下、プレFD）の他、学外の教員向けの「MOSTフェロープログラム」が展開されている。つ
いでに、上述した「公開実験授業」もこうしたFDの一環で行われているものである。
センターのFDの特徴は、現職の教員だけではなく、将来の教員である大学院生向けのプレFD
を行っていることである。プレFDは、事前研修会、授業、検討会、事後研修会で構成されている。
これらの流れについては以下の図に示されている。

図3 反転授業の仕組み（上杉志成教授の事例）
（出典：京都大学FD研究検討委員会（2016）から抜粋）
図2 プレFDプログラムの流れ
（⽥⼝, 出⼝, & 京都⼤学⾼等教育研究開発推進センター(2013)から抜粋）
プレFDは、「コミュニケーション」を重視する「相互研修型FD」という方法で行われる。「相互研
修型FD」とは、「公開実験授業」から引き継がれた方法で、教員と学生、学生と学生、教員と参観者
とのコミュニケーションを通じて、授業についてのリフレクションを促す方法である(田口 et al.,
2013)。図2に示されている「授業をDVDに録画」「学生の授業リフレクションシート」「授業振り返り
用ワークシート」「授業担当後アンケート」「検討会」は、こうした「相互研修型FD」の実践例である。

라. 4.2．反転授業
アクティブラーニング型教授法の一つとして「反転授業」が取り上げられる。「反転授業」とは、説
明中心の講義などをeラーニング化することで学習者に事前学習を促し、対面授業では理解の促進
や定義を図るために演習課題、または発展的な学習内容を扱う授業形態である(森,

2015)。セン

ターでは、授業をeラーニング化し、それを広く提供することに取り組んでいる。eラーニング化さ
れたコンテンツを提供するためにセンターが公開・運営しているプラットフォームとしては、京都
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ついでに、上述したプラットフォームやそこに上がっているコンテンツの活用を促進するため
に、2017年5月からICT活用教授法キュレーションサイトCONNECT（CONtents

for

Next

Education and Communication with Technology）が公開・運営されている。同サイトは、以
上のプラットフォームの活用方法やそれらを活用した教員のインタビューなどを紹介するものであ
る。本来は京都大学におけるICT活用教育の推進を目的に学内の教職員を対象にして設計されたも
のであるが、学外からアクセスするユーザーも増加している。公開後4カ月間の利用状況分析の結
果、約65％のユーザーが学外ネットワークからアクセスしたことが確認された(鈴木,

田口,

河野,

& 飯吉, 2017)。このことは同サイトが、日本におけるICT活用教育に関する情報共有の場として機
能し得ることを示唆する。

마. 4.3．高大接続
上述したように、1990年代に入って大学で教えることが困難になっていくにつれ、その原因に
関する研究が活発化した。センターの研究者たちが着目したのは、現在の学生を有らしめる過去で
あった。高大接続は、学生においてその過去である高校時代から大学で学ぶために必要な学習方略
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などを経験させることで、大学でもより効果的に学べる基盤を持たせると同時に社会でも活かせる
ような資質・能力を涵養する試みである。
1999年から2000年まで「高等学校と大学の接続に関する研究」が行われ、学生が感じる高校と大
学間の、「学業についての差異と認識」(神籐 & 石村, 1999)、「学業文化への参入と学習方略の変
容」(神藤 & 伊藤, 2000)、「学力に関わる学習内容、学習意欲・態度の接続」(石村, 2000)が扱われ
た。そして、2013年からは、全国378校、45,311名の高校2年生を10年間にわたって追跡調査する
「学校と社会をつなぐ調査」が始められている(京都大学高等教育研究開発推進センター & 学校法人
河合塾, 2017b)。以下の図は、本調査の流れを示したものである。

図5 ⾼校⽣向けパンフレット
（出典：京都大学高等教育研究開発推進センター(2017b)から抜粋）

Ⅴ．展望と課題
바. 5.1．展望
今後、初等中等教育段階にまでアクティブラーニングが拡大されていくと思われる。その根拠と
図4 「学校と社会をつなぐ調査」（通称：10年トランジション調査）の流れ
（出典：「学校と社会をつなぐ調査」の公式HPより）
図4に示されているように、本調査は高校と大学にとどまらず、さらに社会までのトランジ
ションを追跡する壮大なものとなっている。2017年現在、第1ステージまでの調査結果が公開され
ており、高校時代に育まれた「他者理解力」「社会文化探求心」「計画実行力」「コミュニケーション・
リーダーシップ力」が大学1年時にかけて変化しないものが47～60％に至ることが明らかになった
(京都大学高等教育研究開発推進センター & 学校法人 河合塾, 2017a)。これらのスキルはアク
ティブラーニングにも深く関わっており、大学におけるアクティブラーニングを活性化するために
は、高校時代からアクティブラーニングに関わる学習経験が必要であることを裏付けている。
また、上記した京都大学OCWやMOOCを活用した高大接続も進められている。これらのプラッ
トフォームは基本的に誰でも無料で利用することが可能であるため、在学生や教職員のみならず、
学外の研究者、社会人、高校生など誰でも活用することが可能である特徴を有している。とりわ
け、京都大学OCWの場合、講義映像とともに講義シラバス、講義ノートや教材などがアップロード
されるため、大学での学びを予め経験することが可能である。センターは、京都大学OCW内に「高
校生のためのOCW」というページを設け、高校生向けパンフレット、大学新入生のインタビュー、
大学での学びやオープンキャンパスの様子を共有し、京都大学OCWの活用を促している(京都大学

してはまず、次期学習指導要領にアクティブラーニングが含まれることが挙げられる。『新しい時代
にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革につ
いて（答申）』(中央教育審議会, 2014)には、今後の教育改革が目指す方向性は「初等中等教育から
高等教育まで一貫した、これからの時代に求められる力の育成」とされ、次期学習指導要領にはア
クティブラーニング（主体的・対話的で深い学び）の実現が含まれると明記されている。
もう一つの根拠として挙げられるのが、大学入試が改革され、大学入学者選抜における各大学の
入学者受入方針の影響力が強まることである。前述した答申では、今後の大学入学者選抜は、知識
の記憶力などの測定しやすい一部の能力や選抜の一時点で有している能力の評価にとどまる、偏っ
ているものになってはならないと指摘された。その代わりに求められたのが、各大学の入学者受入
方針に基づいた、大学入学希望者の多様性を踏まえた選抜である。同答申によって各大学独自の入
学者選抜が強化されると、その大学で「良く学べるスキル」を有する学生が選抜に有利になる可能性
が高い。そうした中で、現在各大学において導入が進められているアクティブラーニングが、その
「良く学べるスキル」と一つとして挙げられると思われる。
現在、すでにアクティブラーニング型授業の導入に取り組んでいる高校もある(桐蔭学園,
編』（2016）など、関連書籍の刊行も行われている。

高等教育研究開発推進センター, 2017b)。
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最後に、アクティブラーニングを「させる」ことから生じる根本的な限界である。アクティブ
ラーニング型授業には、学習における学生の個人性が反映されにくい限界がある。例えば、生まれ
つきの内向的な性格を有する学生たちは、発表やディスカッションなどの活動が含まれるアクティ
ブラーニング型授業は苦手かもしれない。しかし、それを「適切な学び方ではない」と言い切れない
のは、その内面では他の学生たち以上の「アクティブラーニング」が行われているかもしれないから
である。アクティブラーニングの本格的な普及は、こうした学生にとっては「学習権」の侵害になり
かねない。また、アクティブラーニングではディスカッションなどのグループ活動が重視されるた
め、こういった内向的な学生たちがグループに入ると他の学生たちにとっても有効な学習活動が行

図6 アクティブラーニング型授業の様⼦（左：⾼校、右：⼩学校）
（出典：溝上慎一教授が提供した資料から筆者が抜粋及び編集）

われない可能性もある。他にも、アクティブラーニング型授業の事例では、授業を円滑に進めるた
めに事前学習と授業を一体化する傾向が多々見られる。これは結局、強制的な学習時間の増加につ
ながる可能性が高い。こうした「パッシブなアクティブラーニング」を経験した学生が、はたして上

사. 5.2．課題
第一に、アクティブラーニング型授業を受けた学生に対する評価ツールの開発である。松下,

記した「生涯学び続け、主体的に考える力」(中央教育審議会, 2012a)が持てるだろうか。

田口, & 大山（2013)は、上述したプレFDの実践を通して、リフレクションシートの活用が有効な

Ⅵ. おわりに

評価手段であることは確認したが、それだけでは不十分である結論に至った。そこで、解決策の一

日本では教育政策の変化、大学入学者の変化によって大学の内外から新しい教授法に対するニー

つとして、学生にコンセプトマップを作らせ、それをルーブリックで評価する方法を挙げている。

ズが生じた。それが今日、高等教育段階におけるアクティブラーニングの導入と普及につながっ

コンセプトマップを通して「可視化された学び」は、それを評価に活用する他にも、教員と学生、学

た。近年、教育政策において上の教育段階への、ひいては社会へのトランジションが重視されるよ

生と学生が互いの理解を共有する媒体としても活用できるため、学習効果の向上にもつながり得

うになったため、アクティブラーニングは「生涯学び続け、主体的に考える力」を育てる方法として

る。

初等中等教育段階にも拡大される見込みである。
現在、学術情報検索サイトCiNiiで「アクティブラーニング」を検索すると、教育政策の中で初め
てアクティブラーニングという用語が用いられた2012年を基準に、その以前までの文献が67件であ
る一方、以降のものは2,236件に至る（2017年10月13日に筆者が検索）。アクティブラーニング
が、どれ程注目を浴びているのかが窺い知れる。様々な教授法の中でも、なぜアクティブラーニン
グがこれほど注目を浴びているのかについてはまだ十分議論されていない。しかし確かなのは、ア
クティブラーニングの導入と普及は、教育政策としてだけではなく、大学内部から生じたニーズに
よって展開されている点である。このことは、アクティブラーニングの導入と普及が一時的な現象
にとどまらず、これからも日本の高等教育に影響を及ぼしていくと思われる所以である。今後、ア
クティブラーニングによって日本の高等教育はどう変わっていくのだろうか、その帰趨が注目され
る。

図 7 プレFDで提出されたコンセプトマップ
（出典：松下, 田口, & 大山（2013)から筆者が抜粋）
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