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Abstract 

The aim of the study is to present the educational significance of lectures that incorporate "book talk." Experts 

commissioned by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology point out the need for 

improving general education in a university. We improved student learning of a lesson by using the university 

library. A library staff member received a request from a teacher, who then introduced a book that matched the 

theme of the lesson to the students in class. Students then selected books using the information given by the 

teacher and studied with book talk. It was revealed that mutual book talk among students had a greater effect on 

their learning than unilateral information provided by teachers. 

 

1  問題の所在 

 文教政策の中で，学士教育としての一般教育の扱いは紆余曲折している。戦後の高等教
育政策では教養教育重視の視点から，人文系，社会系，自然科学系それぞれの枠内で取得
する最低単位まで規定されたが，1991 年の大学設置基準の大綱化を受けて，そういった枠組
みが廃止され，各大学が自由裁量で単位決定できるようになった。ところが 2006 年度の教育
基本法改正がきっかけとなり教養教育の重要性が再認識されることとなり，再び教養教育が
脚光を浴びている。しかしながら，単純に大綱化以前に戻されたわけではなく，新しい時代に
ふさわしい教養教育が想定された形での再登場と考えられ，その一端がアクティブ・ラーニン
グであったり，協働で取り組む学びであったりというように，教育方法学的な進歩を取り込んだ
形での様々な展開が期待されている。 

今回，筆者らは本学における教養教育の重視の視点から，新たに一般教育科目を担当する
こととなった。科目内容の構想に当たっては，本学のアドミッション・ポリシー，カリキュラム・ポ
リシーに適合した内容にするとともに，大学図書館を活用する形での授業構成，さらにアクティ
ブ・ラーニングの視点も加味した授業構成を含める形で実践を行った。 

本稿は経済学部の学生を対象にして，自然科学系科目としての生物学を，どのように構築
したかを報告する。筆者の一人である長島は、学務分掌上 FD 推進室を担当する。特に大学
図書館司書との連携による教育活動を導入した形のカリキュラム・デザイン研究を行うことで，
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本学における今後の一般教育のあり方についての学修モデルを提示したい。 

本稿をまとめるに当たり大学図書館の大石恭己氏，川本珠美氏には，本研究のほか，ゼミ論
文など学生に対する文献の紹介などで多くのご支援をいただいた。また本稿執筆に当たって
も示唆に富むご助言をいただいた。記して感謝申し上げる。 

2  文教政策からみた一般教育科目の位置付け 

2.1 大綱化まで 

 新しい時代の一般教育のあり方を考える上で，簡単に高等教育の史的展開を整理してお
きたい。戦後日本の大学の在り方を示したものが「大学設置基準」である。1947 年の学校教
育法施行規則第 66 条で示された。この中で一般教育を行うことが大学に義務づけられた。
1956 年に文部省令となり，この中で一般教育科目は人文科学，社会科学，自然科学がそれぞ
れ 8 単位以上，全体で 36 単位以上を履修しなければならないとされた。 

 

 
表 1：大学教育に関わる制度改正（中央教育審議会，2008 を加筆修正） 
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 1991 年からの「大学設置基準の大綱化」と呼ばれる大学教育改革の流れの中で，教養教
育の見直しが進められ，全国の大学が独自色を打ち出すべく，様々な科目形態が誕生するこ
とになる。いわゆる大綱化以前は，大学のカリキュラムの枠組みについて学校教育法で大学
の目的を「学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，
道徳的及び応用的能力を展開させること」（第 52 条）と規定し，この目的を実現するための具
体的な仕組みは，大学が開設すべき授業科目と学生の卒業要件という側面から，大学設置
基準により細部に至るまで規定されていた。これにより，大学教育の内容・水準が大学の如何
を問わず，保証されてきた側面がある。 

 しかしながら，各大学が，それぞれの理念に基づき，また時代や社会の進展に対応して，自
由で個性的なカリキュラムを設計しようとする際に，大学設置基準の規定が障害となってきて
いるという問題，さらに，カリキュラムの枠組みを大学設置基準で細かく規定していることが，
各大学において，カリキュラムの在り方についての改善のための努力を怠らせることなどが指
摘されるようになっていった。 

大学における教育の理念・目標を実現するためには，全国一律の科目履修の枠組みでは
なく，大学の創意工夫により，いろいろな方法が考えられるのではないかといった議論がわき
起こり，各大学がカリキュラムを自由に設計できるようにとカリキュラムの枠組みとしての開設
授業科目と卒業要件に関する基準が大幅に簡素化することとなったのである。その結果，そ
れまで多くの一般教育科目が通年 4 単位だったものから半期 2 単位になったり，それまでに一
般教育には見られなかった新しい科目が創設されたりするようになっていったりするようにな
ったのである。このように一般教育は社会の要請を受ける形で，紆余曲折しながら現在に至っ
ている。表 1 はその経過を整理したものである。 

 

2.2 学部段階での教育の見直しの動き 

 大綱化を契機としてカリキュラム改革や教育組織の見直しが進展する一方，当初の目的と
違って，一般教育あるいは教養教育の理念の後退が懸念されるようになった。その反省に立
って，大学審議会は，「高等教育の一層の改善について」（大学審議会，1997），「21 世紀の大
学像と今後の改革方策について」（大学審議会，1998），「グローバル化時代に求められる高
等教育の在り方について」（大学審議会，2000），中央教育審議会は，「新しい時代における教
養教育の在り方について」（中央教育審議会，2002）といった答申を立て続けにとりまとめるこ
ととなった。教育改革国民会議の報告も，学部段階における教育の在り方について言及した
（教育改革国民会議，2000）。 

これらの答申の中では，教養教育の重要性が再確認されるとともに，様々な改善策につい
て提言が行われた。特に，教育内容に関しては，「課題探求能力」（主体的に変化に対応し，自
らの将来の課題を探求し，その課題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的な判断を下すこ
とのできる力）の育成の観点から，また，教育方法や評価等に関しては，単位制度の実質化等
の観点から，具体的な提言が行われた。 

その後，中央教育審議会（2005）によって「我が国の高等教育の将来像」（以下，「将来像答
申」と呼称する）がまとめられたが，学士課程教育の基本的な在り方については，上記の答申
の考え方を踏襲している。将来像答申は，「学士課程教育では教養教育と専門教育の基礎・
基本を重視し専門的素養のある人材として活躍できる基礎的能力等を培うこと，修士・博士・
専門職学位課程では専門性の一層の向上を目指した教育を行うことを基本として考える」と
いう立場が示されている。 

©関東学園大学，2017.　関東学園大学紀要Liberal Arts 第25集 61



第三十八条 
 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴
覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系
統的に備えるものとする。 
2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、
情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に
努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館
等との協力に努めるものとする。 
3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専
門的職員その他の専任の職員を置くものとする。 
4 図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規
模の閲覧室、レファレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるもの
とする。 
5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のた
めに十分な数の座席を備えるものとする。 

 

図 1：大学設置基準のうち図書館に関する規定 第 38 条 

 

このように，学士課程教育は，教養教育と専門基礎教育とを中心とするという考え方が明
確に打ち出されるようになり，将来像答申は，学問分野の特性に応じて学士課程段階で専門
教育を完成させる専門教育完成型のような多様な個性・特色を部分的に認めつつも，21 世紀
型市民の育成・充実を学士課程教育の共通の目標とするよう各大学に求めたのである。この
ような文教政策の展開の下で，一般教育科目の充実が指摘されるようになった。 

安西（1996）は，教養の必要条件としての知識について整理し，知識を発見する独創性や，
その巧みな応用力や，既存の知識を組み立てる論理性が教養の必要条件としての実践的な
知識であると指摘している。新しい時代に求められる教養は，安西（1996）が指摘するような内
容を含んだものでなければならないであろう。専門性がさらに分化していく時代だからこそ，新
しい時代に対応できるような教養教育を展開していかなければならないのである。 

 

3 アクティブ・ラーニングを支える大学図書館の活用 

3.1 大学設置基準にみる大学図書館 

 昭和 31 年 10 月 22 日文部省令第 28 号として制定されたのが大学設置基準である。図 1

が現行の大学設置基準の図書館に関する規定を示している。筆者らが注目しているのは第 4

項である。大学の教育研究を促進するための閲覧室，レファレンス・ルームを備えるものとして
いる。2014 年度より新しい形のレファレンス・ルームが設置された。次節で述べるラーニング・
コモンズである。 

 

3.2 新しい役割を担うラーニング・コモンズ 

 日本全体の 18 歳人口の減少という大きな流れが，背景となって国内の大学生の多様化が
進んでいるだけではなく，スマートフォンの高機能化により必要な情報が図書館に行くまでも
なく，インターネットから簡便に入手できるようになっている。これらのことが学生の本離れを引
き起こし，大学図書館から遠ざかるようになっている。 

 その打開策として本学でも導入したハード面での施策がラーニング・コモンズである（広瀬，
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2016；小野ほか，2015）。本学だけではなく日本各地の大学図書館で導入が進められ，学生に
図書館という知的創造空間へのアクセスを促す上で，かなり効果が上がっているという。ラー
ニング・コモンズは，次の 2 つの役割が期待されている。１つめは図書館に足を運ばせ，図書館
の機能に関心を持たせる入り口としての役割である。もう１つが図書館に一人でこもって深く
研究するという今までの静的な在り方に対して，他の学生や教員とのコミュニケーションを通
して自分の知的な創造力を高め，必要な情報を整理・蓄積していくことの面白さを経験する場
としての役割である。この 2 つの機能において，極めて高い効果が期待されている。 

 このように，かつては読み，書き，静かに思考を巡らせる空間であった大学図書館は，ICT の
普及や学習スタイルの変化に伴って，大きく変化を遂げている。グループでの学習スタイルに
合わせたラーニング・コモンズの登場で，静寂な図書館は，議論の場としての図書館に変貌を
遂げようとしている。 

 

4 大学図書館の活用を取り入れた一般教育科目「生物学」の事例 

4.1 カリキュラム・デザインの考え方 

図 2 が，今回の生物学を担当するに当たって基本となるカリキュラム・デザインの過程を示
したものである（長島，2016）。まず，担当する科目が決定した段階で，取り上げる教授内容のリ
ストアップを行い，扱う教授内容を決定する。 

 

 
コース内容

の決定 

課題の分析 

前提となる

知識・能力

の設定 

目標の策定

形成的評価 

総括的評価の作成
教材の作成 

教授メディアの選定

シラバスの作成 
plan 

do 教授活動の実施 形成的評価 

see 
総括的評価 

学習結果の評価

教授活動の評価

 
 

図 2：カリキュラム・デザインの過程（長島，2016） 
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並行する形で，変わらない原理原則，古典とよばれる原理原則に関する教授内容と，社会で
求められている内容，学会などで話題となっている最先端の教授内容をバランス良く授業の
中に取り入れるための課題の分析を行う。ここまでの過程が「コース内容の決定」そして「課
題の分析」である。 

ついで，対象となる学生が，どの程度の知識あるいは能力を持っているのかを推測しながら，
必要に応じてレディネス・テストによって実際に測定（事前に行うことから診断的評価と呼ぶこ
ともある）し，履修後の学生の姿を想定する。その上で，到達目標を策定する。到達目標が定ま
れば，それをどのように達成したのかを評価するために「形成的評価」，「総括的評価」の基準
を策定する。 

学習過程の途中で進捗状況を評価するものが「形成的評価」であり，形成的評価では，学
習目標に対する未到達点を明らかにするとともに，学習支援の必要な学生に対して補充課題
を提供したり，より進んでいる学生には深化させるための課題を提供したりすることになる。
「総括的評価」では，学生の到達状況を評価するとともに，自らが行った教授活動そのものの
評価を行う。学生による評価結果も参考にしながら，次年度の授業あるいは，自らが担当する
他の科目の内容の改善を進めることになる。この PDS サイクルを動かすことで教員としての
教育力の向上を進めていくこととなる。 

また，教授内容をどのように展開するか，教材の作成は，教授メディアの選択と関連づけな
がら進めることが重要である。講義を行うに当たってもプリント資料を配付するのか，映像資料
を用いて展開するのかといったことも，授業内容を展開する上で最も適切な形で選択すること
が肝要である。 

 

4.2 一般教育科目「生物学」のカリキュラム・デザイン 

 今回の授業を構想にするにあたって，筆者らは次の 4 つを柱にした。１つは上述したように，
今見直しが進められている，本来あるべき一般教育のあり方，教養教育のあり方を視野に入
れることである。2 つめは大学における知の財産としての大学図書館の活用を導入することで
ある。3 つめが学生の参加型学習スタイルを取り入れることである。最後の 4 つめが，自らの研
究成果を紹介しながら学び方を身につけさせる，研究方法を身につけさせるというものである。
15 回の授業の中で上記の 4 つの目的をバランス良く組み込むことは難しいことではあるが，
最善を尽くすことで，その目的に近づけるようにすることとした。 

カリキュラム・デザインを進めるにあたり，まず大学の一般教育科目としての生物学で扱う
べき内容を検討した。自らが研究を重ねてきた生物学の領域を基盤にしつつも，経済学部の
学生の学びに資する生物学とするためには，生物学の広い領域を取り入れる必要がある。そ
こで出版されている一般教養科目の生物学のテキストを参照した。 

資料として定評のある 5 冊の生物学テキストを活用した。（太田，1986；岩槻，2008；武村，
2010；松本・二河，2014；加藤，2016）である。これらのテキストで共通して取り上げられている
内容などを勘案して，生物学の基本的な原理原則を抜き出し講義内容に組み込んだ。さらに
最先端の内容をバランス良く講義に取り入れるために，2016 年 3 月に行われた日本生態学会
に参加し，研究の傾向をつかむと共に，最新の研究成果の収集に努めた。これらを精査して，
一般教育科目「生物学」で取り扱うべき原理や法則，生物学的知見を抽出した。 

大学図書館の活用と学生の参加型学習を組み合わせて，学生の主体的な学びこそが学習
の効果を高めるという視点からアクティブ・ラーニングとしての「サイエンス・ブックトーク」を取
り入れることにした。 
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回 講義内容

1 生物学を学ぶ意義と生物多様性

2 細胞と器官

3 生殖と発生

4 遺伝子の発現

5 代謝と恒常性の維持

6 生物の環境応答

7
進化と系統
恐竜の時代・絶滅ほ乳類・人類の進化

8 個体群と群集

9 生態系とランドスケープ

10 動物の世界

11 植物の世界

12 人間の活動と生物

13 サイエンス・ブックトーク

14 生物学と防災・減災

15 生物学と経済・経営学の視点

16 試験

生物の“共通性”を

学ぶ。 

生物の“多様性”を

学ぶ。 

研究のプロセス、研究の実際を学ぶ。追体験する。

生物学を学ぶことが経済学や経営学にとってどのような意

味があるのか、産業との関連を学ぶ。 

アクティブ・ラーニング

の視点による学習活動 

 

 

図 3：一般教育「生物学」の科目構想案（長島，2016） 

 

最後が「学び方を学ぶ」という趣旨で，自らが研究してきた生物学的な領域の内容を取り入
れた。生物学の研究の方法を学ぶことを通して，経済学や経営学に通じる普遍的な研究方法
を学生に向けて伝える必要があると考えたからである。また，これらをシラバスの編成に反映さ
せた。このような検討から生まれたものが図 3 の科目構想案である。この構想案に，評価の観
点や講義内容の文章記述を加えて「生物学」のシラバスが編成された。 

 

4.3 アクティブ・ラーニングとしてのサイエンス・ブックトーク 

図 4 は，第 13 回のブックトークを実施した際の授業風景を撮影したものである。大学図書館
司書の協力を得て，各授業のテーマに関連した書籍を毎回紹介し，履修学生は，それを参考に
しながらブックトークのための資料を事前に作成し，第 13 回の授業の発表を行った。 

 

 

図 4：ブックトークを行っている様子 
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 授業の中で，ブックトークについて学生に課したのは，次の 2 点である。１つめは，まず紹介す
る本の目次を使って本の全体像を示すことである。配付資料として準備させた。2 つめは，その
本の中から特に興味を持った章を１つもしくは２つ選んで，概要を紹介することである。発表内
容を見聞きして，グループの他の学生が読んでみたいと思わせることができるようなプレゼン
テーションが望ましいことを説明した。それを受けた形で学生は書籍を選んで授業で発表する
こととなった。書籍を手にしながら，選んだ書籍の内容や面白さを熱心に報告する学生の姿が
見られた。 

 図 5 が履修学生による授業アンケート結果を示している。15 回の授業を通してみると，「遺
伝子の発現」，「進化と系統・恐竜の時代・絶滅ほ乳類・人類の進化」，「動物の世界」が比較
的高い評価となった。 
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図 5：「生物学」履修学生の事後アンケート 
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図 6：履修学生によるサイエンス・ブックトークの評価 
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サイエンス・ブックトークについては，同じ授業を履修しているものの，ほとんど面識のない
他の学生の前で，自分の考えを発表することは容易なことではない。負荷の高い活動である
ことから，サイエンス・ブックトークについては好意的な学生の評価は得られないと予想してい
たが，学生の反応は異なっていた。図 6 が示すように 8 割を超える学生が「興味の範囲を広げ
た」「やや興味の範囲を広げることができた」と回答した。 

 

5 教育方法学の視点からみた大学図書館の活用とその教育的意義 

5.1 講義様式と大学図書館の活用 

 図7は，教育方法学の視点から見た教育的な効果を高めるための工夫の一例を示している
（長島，2016）。教員が一方的に情報を供給し続ける形の講義ではなく。学生の主体的な学修
を具現化するための取り組みが求められている。教員が提供した知識，学生が得た知識を有
機的につなぎ合わせ，学生自身の知識体系に組み込めるようにする必要がある。学生の得る
知識が教員の講義だけではなく，主体的な学修であるためには大学図書館の活用はなくて
はならないものである。 

 

5.2 大学図書館を活用したアクティブ・ラーニング 

 図8が従来の講義による学びのモデルと，今回実践したサイエンス・ブックトークを取り入れ
た学びのモデルの違いを示したものである。42 人の履修学生の多くは授業の中で紹介した
大学図書館の収蔵図書の中から選んでいたが，1 割程度の学生は自ら生物学に関連する図
書を購入し，その内容を紹介していた。 

 学生の本離れが深刻化する中で教養教育をどのように展開していくか，大学教員には工
夫が求められている。その本離れにサイエンス・ブックトークは一石を投じることができると考
えている。伊井ほか（2016）は，教職履修学生を対象にしたものであるが文献の要約力や発表
力などの教職としての基礎力を身につけさせるという活動として大学図書館の本の紹介の教
育的な効果について報告している。 

大学図書館を活用した授業展開だけではなく，山田ほか（2015）が指摘するような学生の
大学図書館に対する考え方を把握し，より良い活用方法を模索する視点での研究も重要であ
る。例えば，今回は，サイエンス・ブックトークを導入した実践であったが，ビブリオバトルも有効
な教育方法として注目を集めている。ビブリオバトル（谷口，2013）は，文字通り書評バトルであ
る。国内の多くの大学で普及のための事務局が設置され，ルール作りが進められている。 

 

講義 事例研究 講義 

講義 ロールプレイ 講義 

講義 ディスカッション 講義 
 

 

図 7：教育方法学的にみた多様な講義形態の例（長島，2016） 
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学  生 
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a 従来の講義モデル b 今回のアクティブ・ラーニングの視点を

加味した講義モデル 

 
 

図 8：教育方法学的にみた今回の実践における学修モデル 

 

単に紹介するだけではなく，競技制を導入することで，よりアクティブな活動となっている。理
学系の学会の中には若手養成の一環で導入され始めており，今後の展開が注目されるとこ
ろである。 

 今回のような大学初年次の履修学生が多い一般教養科目で適した教育方法なのか検討
の余地はあるが，本の良さ，価値などを紹介する段階から，より良く紹介し，他者の評価を積極
的に意識した段階へのステップアップは学生の力量形成の点でも大きな意味があると考えら
れる。 
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