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問 題 提 起

田 中 毎 実 (京都大学高等教育教授 システム開発センター ･教授)

センターの田中です｡今 日は､私たちのフォーラム-このように多数集まっていただき､あ りがとうございます｡

とても嬉 しく思ってお ります｡さて､今 日のフォーラムの主題のなかには､HFD"とい う言葉が含まれています｡ し

か し､私たちほ､この主題について討議するこの場それ自体が､"FDHなのだと考えています｡

1 京都大学高等教育教授システム開発センターのFD組織化

私 どものセンターは､まだまだ小さなセンターであ りますけれ ども､この小さな組織でできる限 り､なん とかFD

の組織化を進めたいと考えてきました｡そ して､今年で設立 5年 目なのですが､今 日やっと､ 1つのFDの組織ない

しシステムをつ くることができたのではないかと考えてお ります｡

まず､私 どもは毎週､公開実験授業をやっています｡まさにこの講演室で授業を しています｡そちらの後ろの方で

10数名の方々が参観 しておられて､授業終了後､その方々はあちらの会議室の方に移 って､授業の検討会を します｡

こんなことを､ここ4年間続けてきたわけです｡ これが 1つのFDのシステムであ ります｡それか ら､ほぼ毎月の公

開研究会 とい うのがあ ります｡さきほど副学長の赤岡先生から､札幌学院大学田中-先生の質問書方式の授業実践報

告について､お話があ りました｡田中先生は､この公開研究会で報告されたのです ｡ このように､公開研究会もまた､

だいたいFD関係を主題 とするFDの場 となっています｡最後に､年 1回のフォーラムがあ りまして､今 日のこの会が

これにあた ります｡昨年度 も ｢大学の授業をどうする｣ とい う形で､FDのあ りかたについて考えました｡今年はもっ

と直裁にFDを主題に したわけです｡ 年 1度のフォーラムも､FDに向けて組織されています｡

こうして､私 どものセンターは､毎週の公開授業､毎月の公開研究会､毎年のフォーラムとい う形で､FDを組織

してきました｡ところが､この私 どもの組織化の過程でつねに問題になってきたことがあ ります｡それは､参加者の

数です｡公開実験授業なんかとくにそ うなんですけれども､毎回の参加者がずいぶん少ないわけですね｡ひとつの授

業を じっくりと参観 して､その授業について多面的に検討を加える｡ ここではかな り集中的に､相互研修ができるの

です｡けれ ども､参加者の人数を､どうしても増やすことができない｡ とくに学内からはとても参加者が少ない｡私

どもは､この点でずいぶん苦 しんできました｡集中的に研修できるのに､参加者が広がらない｡これが､大きな問題

なのです｡

ごぞん じかもしれませんが､京都大学ではもう1つ､ トップダウン式の大規模な研修 も行っています｡たとえば､

全学の一般教育を担当している教官を集めまして､ホテルで缶詰にして合宿するとい う仕方で､研修をやった実績が

あるのです｡こちらの方は､参加者をざ一つと広げる事はできるのですけれ ども､何 しろ参加者の多 くは強制的な割

り当てできておられますから､議論を自分たちの問題 として深めてい くことには､限界があるかもしれない｡こんな

問題があ ります｡

まとめていいます と､FDの組織化を考えてい く場合､少数の人で深 くやっていくのか､それ とも浅 く広 く大勢の

人たちを対象に してやっていくのか｡私 どもは､このあた りの矛盾で苦 しんできました｡今 日､パネラーの方々から

紹介 していただ く実践事例などを見ましても､狭 く深 くかそれ とも広 く浅 くかとい うところで苦 しみなが ら､FDの

組織化をやってきておられる｡ そんな方々から､お話をお聞きになることができるのではないか と思います｡

2 FD元年の実態- トソプダウンの組織化

今は､お配 りした資料をもとにしてお話 しています｡私は､ここではまず､今 日のパネラーの方々それぞれのお話

を議論の全体の うちに うまく位置づけることができるような､マップとい うか地図を作っておきたいと考えて､こん

なお話を しているわけです｡

さて､大学審答申以来､FD実施については､上からある種の強制力が働いています｡これに加えて､今年は､FD
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に関連 した事業-ほ財政面で補助があるとい うことにな りました.そこで今年は､一部で ｢FD元年｣ とい う言葉が

ささやかれるほどに､国立大学を中心に全国のあちこちで､さまざまなFD研修会が実施されました｡

私は､自分の職種がら､ぜひとも関連する情報が欲 しいと思いまして､できるだけあちこちに行って､どうい うこ

とになっているのか実情を見てこようと考えました｡だいたい個人で行ける限界一杯で､ほぼ15から6の大学の関連

事業に参加 しました｡だいたいの特徴はつかめたように思います｡特徴は 3つあ ります｡

まず第 1に､どの大学でも､FD関連事業は､かな り少数の､たいていの場合は誰か 1人の超人的な努力によって､

組織化されています｡この超人 とはどんな方か と言えば､みなさんの前に座っている方々をご覧 ください｡ここに並

んでおられる方々がそ うなのですが､これ ら超人的な努力をされる方々がおられては じめて､なん とかFDの組織化

が可能になるのです｡第 2に､これは当然のことであ りますけれども､こうい う少数の人が組織化 しますから､組織

化はどうしても､上からの トップダウン式にならざるをえません｡ほんの少数の人が､超人的な努力によって､ トッ

プダウン式で､実施するわけです｡ したがって第 3に､これは､FDの組織化の レベルで考えれば､ほんの初期段階

にやっと到達 したとい う風に考えるべきだろうと思います｡

3 FD組織化の4類型

それでは､FDはどのように組織化されているのでしょうか｡ここでは､FD組織化の仕方を､いくつかの類型にわ

けてみましょう｡ 私は､ 2つの軸で区切 られる4つの類型があると思います｡

軸は 2つあ ります｡ 1つ 目の軸は､FD研修が､たとえば伝達講習型で､つまり上から教えてい くとい うパ ターン

でやっていくのか､それ とも相互研修型で､つまり授業をもっている人たちが寄 り集まって相互研修をやるとい うパ

ターンでい くのか､とい う軸です｡すべての研修事業は､この軸のどこかに位置づきますDさらに､この伝達講習型

でい くか相互研修型でい くかとい う縦軸に対抗 して､もう1つ ｡ 組織化の横軸があ ります｡この横軸は､FDの組織

化が､ トップダウン式の上意下達で行われるのか､それ ともボ トムアップで､下の方からの積み上げ方式で行われる

のかとい う軸です｡すべての組織化は､ トップダウンからボ トムアップ-いたる軸のどこかに位置 しています｡ した

がって､この ｢伝達講習vs相互研修｣､｢制度化vs自己組織化｣とい う2つの軸が クロスすることによって､第 Ⅰ類型､

第Ⅱ類型､第Ⅲ類型､第Ⅳ類型 とい う4つ類型が示されます｡

4 第 Ⅰ類型 (伝達講習制度化型)と第Ⅳ類型 (相互研修自己組織化型)

この 4つの類型の うちから,典型的な類型を取 り出してみましょう｡ さしあたっては､第 Ⅰ類型 と第Ⅳ類型｡この

2つは､鋭 く対立 します｡第 Ⅰ頬型は､伝達講習型でしかも トップダウン型､つまり､伝達講習型のFDを トップダ

ウンで組織化するものです｡第Ⅳ類型は､相互研修型でしかもボ トムアップ型､つま り相互研修型のFDをボ トムアッ

プで組織化するものです｡この 2つが鋭 く対立することは､明らかでしょう｡

2つの類型の対立点を整理 してみましょう｡ まず､参加動機｡ Ⅰ型の伝達講習制度化型の場合､参加動機は､他動

的です｡それに対 して､Ⅳ型の相互研修 自己組織化型の場合､参加動機は､自発的です｡それから､達成効果｡ Ⅰ型

の場合､啓蒙 とい う効果が期待できるのに対 して､Ⅳ型の場合には､自己開発 とい う効果が期待できます｡さらに､

Ⅰ型の場合には､効果が浅 くて一過的であるのに対 して､Ⅳ型の場合には､効果はわ りか し深 くて持続的であると期

待できます｡

2つの類型のもっとも大きな差異は､組織化の範囲にあ ります｡ Ⅰ型の方は､全体に対 してパ ッと大きく網をかけ

るようにして呼び掛けることができます｡伝達講習型ですから､マニュアル化が可能であるし､均質なプログラムを

たててい くこともできます｡計画にあたっても実施にあたっても､あとからさまざまな操作を加えることが可能です

し､しかも効率的であるとい う特徴があ ります｡簡単に言 うと､計画が立てやす く､実施もしやすいわけです｡とこ

ろが､Ⅳ型の方は､そ うはいかないわけです｡パ ッと全体に網をかけるわけにはいかなくて､ほんの少数の人があせ

らず じっくりじっくりやっていきますから､組織化はかな り一部に偏 りがちです し､マニュアル化も不可能です｡ プ

ログラムもまた､メンバーの動 き方によって､随時変えていくことを考えざるをえない｡そんな特徴 もあ ります ｡ い

ずれにしても､とても非効率なのです｡

ただ､大切なことがあ ります｡つまり､ Ⅰ型であろ うがⅣ型であろうが､どちらかをや り始めると､いずれ他方に
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移行 してい く可能性があるとい うことです｡これは大切なことです｡ Ⅰ型で､パ ッと網をかけるような形の組織化を

やっていったなかで､それを聞いた人たちの幾人かが核になって､今度は じっくりとしたⅣ型の方に移行 してい く場

合があ りうる｡ これは､意外 と多 く起 きているようです｡講習を受けて､がんばらないといけないと思い､自分の現

場に帰 って､相互研修を始めてい く｡ Ⅰ型が､そ うい うきっかけになることがある｡ Ⅰ型からⅣ型への移行が生 じる

のです｡

逆に､Ⅳ型からⅠ型への移行 もあ りえます｡ち ょうど本人がこの会場におられるので､例に出 しやすいのですが､

Ⅳ型の典型である私 どもの公開実験授業に何年か付 き合 って くれた方が､地元に帰 って､ トップダウン型の研修を組

んでい く｡ つま り､Ⅳ型で育った人が Ⅰ型の リーダーになってい くとい う形があるわけです｡そこにおられる和歌山

大学の吉田先生が典型であ ります｡ですか ら､ Ⅰ型 とⅣ型 とは分離 し対立 しているばか りではな くて､どこかでや り

始めると､いずれ片一方の方に移動 してい くこともできる｡ こんなこともあると思います｡

5 パネラーについて

さて､みなさんの前に座 っておられる方々の紹介をさせていただきます｡山口大学､新潟大学､メディア教育開発

センターにつきましては､いずれ も私はかな り良 く知 っているつも りでいるんですけれ ども､FDの組織化 とい う点

で､それぞれに見事な特徴をもっておられます｡たとえば､山口大学については､お聞きになったらわか りますけど､

一番面白いのは､山の中の ｢少年 自然の家｣ とい うところで､いわば閉 じこめるような仕方で､集中的な相互研修を

やっておられるとい う点です｡いわば､ トップダウンで相互研修をやるとい うⅡ型の典型のような仕事をずっとやっ

て来 られた｡ こんな風に､私はみています｡あるいは畑地先生は違 うといわれるかもしれませんが｡

新潟大学では､センター長の小林先生の超人的な努力があ ります｡ トップダウン型でこれだけ広い範囲の組織化を

やっている所 もめず らしいと､私は思っています｡小林先生のお話は､ トップダウン型の Ⅰ型でいけるとこまでいっ

た らこうい う形になるよとい うパターンをお示 しになるだろ うと､考えています.

メデ ィア教育開発センターの場合には､広範囲な実績があ ります｡まず､ じっくりとした相互研修型のシステム､

つま り自分の授業実践のフィール ドをもった人たちが集まってきて､それぞれに自分の経験を出 し合いながら相互研

修するような仕事がなされています｡さらに､SCSなどをもちいて全国をパ ッと網にかけるような､大規模な研修 も

なされています｡この両方ができるノウノ､ウをもたれていて､ しかも着実な実績を積んできておられる｡ この点が､

特徴的です｡簡単にい うと､ Ⅰ型Ⅱ型 ミックス型の典型を見せていただけるのではないか と思ってお ります｡

京都大学の私 どものセンターからは､石村 さんが発表 します｡京都大学のFD研修組織では､ Ⅰ型 とⅣ型が ともに

実施 されていて､ しか も両者が うまく繋 っていない｡これが特徴だ と思います｡そんな点について､解説があるだろ

うと思っています｡

最後に藤岡先生ですけれ ども､藤岡先生は 日本教師学会の中心 メンバーで､教師学の専門家であ ります｡大学 のF

Dに関 しては､看護教育などを通 じて､いろいろな仕事を実際にやっておられます｡教師学 とい う角度か ら､それ ま

での発表のお話をまとめあげていただけるのではないか と期待 しています｡

6 楽 しいFDへ
さて､最初か ら結論を出 したらあま り良 くないわけですが､みんな Ⅰ型 とⅣ型 との問で うろ うろ しながら､何 とか

妥協点を見つけようとしている｡ この意味では､まだみんなが､FD組織化の出発段階みたいな ところにいる｡ しか

し､結構がんばっている｡こうい う実情をごらんになったら､別に苦 しんでいるのほ うちのところだけ じゃな くて､

先に進んでいるような所でも､そんな先に進んでいるわけではない､私達 と同 じような所で同 じように苦 しみなが ら

がんばっている｡ こんな感 じが掴めるのではないか と思ってお ります0

ごく一般論ですが､FDの場合にも､ただただ苦 しんだ り悩んだ りするだけであるというのでは困 ります｡FDをやっ

たら楽 しくなるとか元気になるとかい う展望が開かれなければダメです｡今 日全部のお話をお聞きになって帰 られる

時に､多少 とも楽 しくって元気になっておられたら､この企画は成功だった とい うことになる｡ そ うい う風になるこ

とを望んでお ります｡
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FDをどう組織するか一相互研修の共同体に向けて-

問 題 提 起

田 中 毎 実 (京都大学高等教育教授システム開発センター)

当日配布資料

基本的問題意識

昨年のフォーラムでは､｢大学授業をどう変えるか｣という実践的な角度から､｢FDとは何か｣ とい う原理的な問

題について考えた｡これを受けて今年のフォーラムでは､具体的な事例を通 して､標記の実践的主題について考える｡

事例は国立機関に偏るが､いくつかの機関の個性的な努力についての報告を受けて､みんなで､今後のFD組織化の

あ り方を考えたい｡これが今回のフォーラムの趣旨である｡

1 FD組織化の現状 (4つの類型)

今日のFD組織化の状況は､ 1)誰か特定個人の超人的な努力に依存 している､2)上からの組織化に頼 りがちで

ある､3)組織化のごくごくは じめの段階にとどまっている､とまとめることができる｡ このような状況で､以下の

4つの組織化類型が兄いだされるものと考える｡

｢伝達講習｣型か､｢相互研修｣型か

上からの ｢制度化｣型か､下からの ｢自己組織化｣型か

伝達講習

自己組織化

Ⅳ類型 Ⅰ類型

Ⅲ類型 Ⅱ類型

相互研修

2 組織化類型の比較

この4つの組織化類型の差異は､ Ⅰ型とⅢ型との差異に典型的に示されるC

Ⅰ型 伝達講習 .制度化型 Ⅲ型 相互研修 .自己組織化型

参加動機 他動的 自発的

達成効果 啓蒙 自己開発

- 193-



京都大学高等教育研究第 6号

組織化方式 全体への呼びかけが容易 組織化が一部に偏 りがち
マニュアル化可能で､均質なプ マニュアル化不可能で､予見で

ログラム きないプログラム

操作可能で効率的 操作不可能で非効率

3 今日の発表について 国立大学の個性的な試み

山口大学 合宿方式の集中的なFD研修を継続するという先駆的な試みを達成 してきた

新潟大学 トップダウン形式でFD研修を組織化 し､大学教育センターの新たな組織化形態を志向している

メディア教育開発センター フェイス ･ツー ･フェイスの地道な研修方式とSCSなどを利用 して全国を網にかける方

式を併用する固有の研修組織を開発 している

京都大学 大学執行部 ･各研究科などの トップダウン方式の研修形式 とセンターの公開実験授業などのボ トムアップ

方式が並行 している

藤岡講師 教師学の立場からの議論のまとめ

私たちのセンターはこれまで､FDを組織化するときに､｢できるだけ多 くのメンバーを巻き込む上からの効率的な

組.織化方式｣(Ⅰ型)と ｢公開実験授業などでの､じっくりと相互研修を済み上げていく組織化方式｣(Ⅲ型)との矛

盾に苦 しんできた｡今日の発表で､すべての組織が､この矛盾に苦 しみながらも､それな りの解決法を兄いだ し､こ

の矛盾をなんとか しのいで､がんばっていることがわかるだろう｡
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