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大学は今日、研究ばかりでなく教育においてもその
業績のレベルと結果を継続的に評価されなけれなばな
らない状況にある。特に個々の学習分野における教育
の質は、将来、教育提供者が競争する本質的要素とな
り、学習提供の成功や存続、失敗、疑問視を同時に決
定するものになる。それによって、専門的資格と並ん
で教員の教育的教授法的資格もまた、特に重要になっ
ているのである。
イデオロギーから学問へ
大学数授法は、われわれの大学システムにおいてこ
れまではどちらかといえば副次的に位置づけられてき
た。これは、ある部分、良い大学数育の最上の前提条
件は教育者の専門的資格である、という（至極もっと
もな）推定から生じている。他の部分では、1960年代
後半や70年代前半の大学教授法の試みが、文化政策
的社会政策的大変革の試みという文脈に移植され、大
学数授法を保留する傾向を養ったことが原因になって
いる。当時の大学教授法は、特にドイツ語圏では、し
ばしば「批判的革新的な要素」、大学や社会の既存の
システムに向けられた階級闘争的イデオロギー的イニ
シアチブとみなされた（注1）。大学教授や中間層
（助手・助教授など、訳者付記）において、今日まで大
学教授法の意義について様々な見方があるのは、この
背景事情からも説明可能であることは云うまでもない
（注2）。
振作可能な大学数授法、つまり、大学教育や大学学
習の質を改善するために決定的に有効である大学数授
法への突破口は、大学での教育・学習プロセスに関す
る理論的認識に基づいて開かれた。理論的認識は、特
にアングローアメリカやスカンディナヴイア諸国にお
いて1990年代に仕上げられたものである。この圧倒
的に経験論的な研究の中で非常に迅速に認識されたこ
とは、大学でのあらゆる教育学的努力の中心には学生
の学習があるということである（注3）。大学での
個々の授業、その目的や内容、方法、構成、それぞれ
の授業用資料や実験の準備、学生との指導的対話は、
学生の学習を活性化し導き奨励し、最終的には学習の
評価もするためにのみ役立つのである。大学で教育者
が教えるのは、学生が学ぶためであり、学生が授業や

学期、勉学の終わりに何かを知り、以前には彼が知ら
なかったりできなかったことを知りできるようにする
ためである。ジョージ・ブラウン（GeorgeBrown）と
マデレーヌ・アトキンス（MadeleineAtkins）は、大学
教授法について定評のあるその著書『高等教育におけ
る効果的教育（E鮎ctive 托achinginHigherEducation）』
においてこれを次のように表現した。：
すべてのうちで最も重要なのは、教師が何を学生が
知っているか検討すること、学生達に明瞭にコミュニ
ケートし、学生が学び考えコミュニケートするように
働きかけること、このことが翻って教師達をも活性化
させることが、効果的な教育に求められることである。
（注4）
大学数貞達が自問すべきことは、授業の追体験可能
な構造と明晰さ、論述や説明の学習効果、適用方法や
メディアのテーマや受講者への妥当性、受講者との交
流形式なのである。個々の学習課程の正当性や公的な
信頼は、卒業生の質から生じる。卒業生の質自体は、
教育学的教授法的レベルの結果であり、そのレベルに
ついて教員は責任を負っている。
学問は一つの陶冶手段である
大学数授法は、しかし、狭義に設定され、教授法の
領域や大学における教育・学習の理論に限られてよい
ものであろうか。教育学的な努力目標はより広く認識
されるべきであり、総体的に人格の成長、つまり借う
ちの向上をねらいとする（注5）。学問は教育学的観
点からは、人間を成熟させ最終的にその人生を意義深
い完成に導くための陶冶手段である。学問と取り組む
ことによって、学生は、あらゆる知識や技能を越えて
態度を身につけるべきである。態度には、合理性や方
法論的思考、感情から距離を置き事柄に即して討議し
判断する能力、専門では草間の進歩に応じて継続学習
する態度が含まれる。このような態度は、個性を全体
的に作り上げるものであり、専門文献では大学のハビ
トウスとして記述されるものである。このような態度
を身につけることは、大学の日常ではむしろ教育・学
習構造の暗黙の要素であるが、とはいえ敦貞による配
慮も必要とするのである。学生の成熟過程は、その思
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考モデルや言語モデルの成長、言い換えれば、ますま
す専門的になる口頭や文書によるコミュニケーション
能力における成長に、最も明確に示される（注6）。
学問を教えることは学ぶことである
学問を教えることは数十年前までは、古典的方法で
身につけられてきた。つまり、学問後継者が師匠一弟
子関係で手本を元にして学ぶことができ、最終的には
教育費格を取得して学生の教育と世話を自己責任で引
き受けることによって身につけられた。今日の大衆大
学では、最も若い助手が既に自立して教育活動するこ
とを義務づけられており、そこでの大学教育の規模と
重要性によって、教育学的教授法的専門教育を新たに
考え形づくることが必要とされている。大学数授法
コースやセミナーが職業に付随して提供されることは、
特に学問後継者が能力を身につけるために優先的な方
法であることが証明されてきている。いくつかの大学
システムでは、たとえばドイツのバイエルン州の専門
大学のように、これらのコース等はすべての新任教員
に義務づけられ、一週間の大学数授法プログラムの出
席が採用の決定条件になっている。オランダの専門大
学では、敦貞の教育学資格が法的に定められている。
ドイツ語園のほとんどの繚合大学や大学では、大学数
授法システムが発展してきた。これは、たいてい自発
的参加を基盤として、個々の研究所やコース、学科に
よってさまざまに促進され、多かれ少なかれ体系的な
教授法を内容とした教員研修をめぎしている（注7）。
何がよい大学数青か？
しばらく前から国際的に観察されることは、大学の
業績のレベルと質をめぐる議論が、質保証を考える前
面に学生の教育や指導を押し出していることであり、
良い大学教育はどの基準によって特徴づけられるか、
という問いに対する答えが探究されるようになってい
ることである。
英国の17大学における経済学分・野の学生2000名以
上を対象としたアンケート調査の中で、学生達は、よ
い授業という言葉を当てるために本質的な教員の教授
法的能力には以下のものがあるとした。：
教員の十分な準備、明解なプレゼンテーション、学
生の理解力に対する敏感さや、学生の意見や問いに対
する誠実さ、はっきりとしてわかりやすい言葉、実践
的な応用可能性への指摘、効果的なメディアの活用
（注8）。
英国大学・学長副学長会議が、経験調査を基にして、
いわゆる「教育基準（取achingStandards）」を公にし
たのは、1991年であった。大学教授法の分・野では、
「教育基準（恥achingStandards）」とは、特に次のよ
うな質基準を意味する。：

授業の準備（学習目標の決定、題材の処理、メディ
アの配備）、教材のプレゼンテーション（講義、小グ
ループ学習、実習、学生の学習指導）、教材の妥当性
（時間と対象グループの関連で）、学生へのコンタクト
（出席、助言指導、動機づけ）や教授形態の刷新（新
しい教育・学習方法、チームティーチング、学習モ
ジュールの開発）（注9）。
1996年に、ミュンヘン大学のハイナー・リンダーマ
ン（HeinerRindermann）は、良い教育に分類する際
の指標は何か、教育を評価する際どのような指標をも
とにしているか、125名の学生に質問した。学生が出
した指標を吟味するために、さらに9人の教員の意見
を聞いている。結果として、良い大学教育の特徴は特
に次のようなものであった。：
教育提供の組織と構造（論理的構築）、講義スタイ
ルと講義技術（例えば、生き生きとした面白い題材表
示、実例によるイラスト）、繰り返し、メディアの配
備やメディアの質、講師一学生一相互作用（注10）。
以上の調査結果や他の経験調査の結果も、同じ基準
を繰り返し示しており、これらは大学教育を評価する
基準として定式化されている。これらの調査研究の結
果は、教育評価アンケートに取り込まれ、認証手続き
や学習課程の質調査（ピアーレヴュー）の中心的な要
素になっている。これらは同時に、教員に向けられる
教授法的方法論上の期待や要求を本当に認識させるも
のであるので、大学数授法力リキュラムを開発する基
盤を成しているのである。
学問的認識と実践的経験の間
総合大学や大学の敦貞向け大学数授法養成・継続教
育は、学問的認識と実践的認識の交差点で揺れており、
二つの基盤に基づいている。：一つは、トレーナーが確
定して大学数授法教育に持ち込むべき、大学数授法の
学問的認識であり、もう一つは、プログラム参加者が
教育・学習の文脈．でしばしば無意識で無反省に体験し、
自己省察のうちに汲み尽くされねばならない実践的経
験である。つまり、大学数授法養成・継続教育を提供
する目標は、参加者が第一義的な経験を越えて、大学
数育と大学学習について学問に基づいた見方ができる
ように導き、全く職人仕事的でもある日常の教育実践
能力を伝授することにあるのである。
専門優位の大学教授法カリキュラムの内容
総合大華や大学の教員を養成する、基本的な大学数
授法プログラムの内容については、学問を教えるため
に研究上確認された中心的専門分野をもとに、方針が
定められる。基本的なプログラム内容には、教育と学
習の関係状況、授業の計画と準備、教授能力、小グ
ループにおける教育■学習や教育態度／レトリックが
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ある。大学数貞に教育学的教授法資格を与えるための
専門ないし学部優位のカリキュラムは、少なくもと以
下の内容を含むべきである。
1．教育と学習の関係状況：
大学における教育・学習の複雑な過程は、参加者の
経験を汲み尽くすこと（自己省察）を通して納得させ
られ、この過程の認知的感情的社会的要素のからみあ
いを体系化する試みの中で明らかにされる。これに引
き続いて、参加者は、その時点での研究状況を利用し
ながら、何が一体良い教育であるか、という問いに対
する答えに導かれる。参加者は、この局面で、（学枚
数青学や成人教育との境界においても）大学での教
育・学習の特徴を認識したことになるであろう。そし
て、この理論的認識に基づいて、職人仕事的能力を習
得する前提条件を得たことになるであろう。
2．授業の計画と準備：
大学カリキュラムの理論（目標、内容、方法、試験
課題）は、大学学習の主要な諸原則や、授業の計画や
準備に同時影響を与えるいわゆる「隠れた」諸要素に
大学カリキュラムを結びつける事によって教えられる。
それに続いて、ワークショップ方式で、内容を構造化
するための個々の方法論上の問題、つまり、方法・メ
ディアや成績評価の選び方が深められる。
3．教授能力
専門的文献は、大学数貞が身につけているべき多く
のさまざまな教授能力を論証している。教授能力のこ
の多様さから受講者に向いた選択ができるために、大
学数授法授業に先だって期待分析をして、参加者の関
心を聞き出すことが役に立つことがわかってきた。一
連の能力の中で標準的なものとして、「説明」「メディ
ア教授法」「学生の準備（初学者の不均等な基礎能力の
調整）」といった教授能力が、ごく最近ではあげられ
ている。
4．教育態度／レトリック
講義室での教育態度やレトリックは、すべての他の
生活条件においてよりも広範囲の別な要求に従う。総
合大学においては、事柄に即していること、つまり大
変複雑で要求の多い実情への洞察を伝えることが重要
である。教育者は、受講者を説得したり、納得させた
りすることができなければならないのではなく、実情
を明解にわかりやすく提示することができ、受講者が
共に考え共に研究することに目覚めるようにすること
ができなければならない。教育態度やレトリックは、
参加者がそのときそのときで専門に特有な文脈からプ
レゼンテーション（ビデオ録画つき）をすることに
よって、訓練されるのが一般的である。
；

5．小グループにおける教育・学習
小グループは、学生にとって学問的テーマや方法に
関する討論、活動的な共同作業の可能性をもたらす。
この教育形態で準備できるようになるために、大学数
授法授業の参加者に教えることは、グループ作業の基
本的諸規則（グループダイナミック）や、学生を活動
的な共同作業に刺激し動機づける方策についてである。
大学数授法の基礎コースやセミナーは、普通2〜3
日間のプログラムで提供される。この基礎コースの上
に、例えば動機づけ、学士論文の指導ヤプロジュクト
の指導、対話教育（問う技術）、メディア教授法、
ケーススタディ教授法などを内容とする、特別強化な
いし上級コースを1〜2日の授業形態で構築すること
が可能である。いずれの大学数授法の提供者も、参加
者の共同作業や個人活動を奨励し、大学の日常におい
て教育・学習のどのような形態が可能かを事例的に示
すような、教育方法を選択するよう努力している。
誰が大学数授法を教えることができるか
大学数授法は、大学での教育と学習の質の保証に貢
献しようとするものである。この要求を満たすことが
できる唯一の条件は、大学数授法が、その最新の研究
状況に即した明解な理論的見解を集め、良い教育の質
基準として同一視されている、現実の教授法的方法論
的必要条件を配慮することである。このことは、大学
数授法養成・継続教育を目的論的内容的に提供し実施
する際にも、極めて繊細な教育部分で担当者を選ぶ際
にも表れていなければならない。養成・継続教育を実
施する大学数授法専門家は、自身が大学数貞であるべ
きであり、日常的に講義室に立ち学生と大学卒業に至
るまで継続的に対話する着であるべきである。大学数
授法専門家には、堅実な方法で大学教授法に重点をお
く相応の教育学的資格を追加することが求められる。
これらの諸条件に留意することにおいてのみ、大学数
授法は大学教育や学習の質保証に寄与できる、という
主張を現実化できるのである。
原則的に、新任の大学数点すべてには相応の大学数
授法資格を取得する機会を提供すべきであり、教授法
的取り組みがあまり評価されない職業経路にある場合
は、相応に構造イヒされた大学ないしは大学管理者の継
続教育を要求することができなければならない。大学
数貞の大学教授法養成・継続教育は、大学での教育・
学習の質を保証するために第一に選ばれる中心的事項
であり、それによって間接的には給食大学や大学自体
のレベルを維持するためにあるのである。
※すべての職分名称が、性別を越えて用し1られてい
ることは云うまでもない。
（津田純子 訳）
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「訳者あとがき」を書くにあたり、ライトナー氏に
研究の背景とオーストリアの大学数育改革についで情
報提供をお願いした所、2001年以降現在にいたる動向
を含め展望することができ、さらに理解を深めること
のできる大変有益な情報をいただいた。ここではそれ
をもとに、ドイツ語圏の大学数授法の研究動向、大学
数授法専門家の養成、オーストリアの大学教授法の現
状と課題（ドイツについては訳者によるいくつかの論
文がある）を紹介したい。
1．ドイツ語圏における大学教授法に関する研究動向
ドイツとオーストリアには、19世紀にさかのぼる大
学数青学（Hochschulpadagogik）の伝統がある一方で、
ドイツ語圏の大学教授法（Hochschuldidaktik）が1960
年代・70年代に形成された。大学数青学は、伝統的に
精神科学的教育学に属し、明らかに大学学習の課題と
目標に関する認識を研究する「規範的教育学
（normative托dagogik）」の特徴をもっていた。それに
対して大学数授法では、大学での学習と教育が中JL、に
研究される。
大学教授法は、ドイツにおいては強く大学社会学研
究に傾き、大学システムや大学社会の構造的機能的変
化を明らかにすることが目的とされてきた。オースト
リアでも、長年にわたりこのアプローチの仕方で研究
がされている。ドイツ路線、つまり大学教授法を高等
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教育政策・社会政策の一部とみなす方向の代表的な学
会が「オーストリア大学数授法学会（6sterreichische
Gesellschaft租rHochschuldidaktik）」であり、その成
果は学会誌『zeitschriftfurHochschuldidaktik』に見る
ことができる。
上述のドイツ語圏に伝統的な大学数青学は、中堅の
大学数授を中心とする19世紀末以降からの教育改革
運動の結果、ドイツやオーストリアの大学で講座が
1930年代まで開設された。この伝統は「大学数授法
の歴史的遺産」と位置づけられながらも、これに関す
る研究者は少数派にとどまっている。大学数青学に関
する歴史研究の成果には、ライトナー氏による教授資
格論文を筆頭に、旧来ドイツや西ドイツの研究、ライ
トナー民らの共同研究があげられる。少数派とはいえ、
ライトナー氏の研究は、規範教育学をめぎす伝統に関
する歴史研究と大学の学習・教育研究を中心とした大
学教授法の研究をつなぐものであり、研究者の間に大
きな反響を呼んでいるのは当然といえるであろう。
2．大学数捏法専門家の養成
本論文で取り上げられているように、大学の学習・
教育研究を中心とした大学数授法の構築と専門家の養
成には、英国の先進的な学習・教育理論研究が重要で
ある。特集第1回ボローニヤ・プロセスで訳者が参考
にした論文の執筆者、ベーレント氏が1970年代初め
に英国サリー大学・大学数授法コースで学位を取得し
たように、ライトナー氏も1972年からロンドンやラ
ンカスター、エジンバラ大学等で研鐙を積んでいる。
彼が現在も参考にすべきとする英国の代表的な学術雑
誌 に は、『HigherEducation』や『BritishJournalof
EducationalPsychology』がある。
両者の事例は、ユネスコ『21世紀に向けての高等教
育世界宣言』が指し示したような大学数貞像の転換
「教えから学びへ」には、日本のFDがこれまで進めて
きた授業技術の改善ばかりでなく、学習・教育理論の
習得が重要であることを明示している。本論文では、
ドイツ語圏で体系的な大学数授法養成・継続教育が若
手研究者を対象に特に専門大学で20年の間に根づい
てきた状況が説明されるとともに、この教育に携わる
専門家の養成の必要性が指摘されている。
大学教授法の専門家に必要な条件として、ライト
ナー氏自らが大学数員としてドイツ語圏ばかりでなく
スイス、チェコスロバキアやスロベニア、クロアチア
などで大学教授法の教育実践をしながら専門性を高め
てきたように、彼は、第一に教育活動に携わる大学教
員であること、第二に総合大学の教育学研究所に専門
家養成コースを開設することを提言している。

これらは18、19世紀に近代化されて総・合大学となり、
大学数青学の講座を既に開設するという伝統ももって
いた。19世紀に特定の専門分野に特化した工科大学や
単科大学が創設され、20世紀には新たにリンツ大学、
ライトナー氏が現在所属するタラーゲンフルト大学が
総合大学として創立されている。最近では大学院教育
に特化したドナウ大学の創設、捻合大学の医学部を独
立させた医科大学設立の動きが見られる。学校種別に
総■括するならば、オーストリアの大学は国立の総合大
学と私立の総・合大学、私立の専門大学で構成されてい
る。
オーストリアでは2002年に大学数育の評価と質保
証が大学法で義務化され、大学数眉は自発的にいくつ
かの大学で開設されている大学数授法コースやセミ
ナー、ワークショップに参加することになっている。
ダラーツ工科大学のように、既に1980年代から大学
数授法セミナーを開設している大学もあり、ライト
ナー氏も当初から講師として協力してきたという。
私立の専門大学では、定期的な教育の評価と教員の
大学数青学・大学数授法資格が義務づけられているた
め、個々の大学がワークショップを提供すると同時に、
専門大学会議（専門大学経営者の上部団体）がオース
トリア全体に大学数授法プログラムを提供している。
ライトナー氏は、ここにもトレーナーとして関与して
いるという。／ト規模の私立総・合大学においても、いく
つかの大学数授法継続教育が営まれている。
以上のように、オーストリアでは学習・教育を含む
大学の質保証と改善が重要視され、そのための努力目
標を達成するために、大学教授法養成・継続教育の需
要と供給がますます増加する現状がある。ライトナー
氏が大学数授法専門家としてこの動向のなかで多忙を
極めていることは、現状には1970年代に育成された
大学数授法専門家第一世代に依存する体制がある、言
い換えれば、後継者が育てられていない、という問題
があることを物語っている。

3．オーストリアの現状と課題
オーストリアには、ウィーン大学（1365年創立）
をはじめとする中世大学の伝統をもつ4大学があり、
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（大学数育開発研究センター 津田純子）

