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取 組 の 概 要 

地域社会の様々な分野で活躍してきた実績があり，大学教育・教養

教育に理解の深い社会人を「大学教育ボランティア」として大学の

教室に迎え入れ，学生・社会人・教員の三者が互いに学び合う場と

しての「学びのコミュニティ」を構成して対話により学び合う教育

をおこなった。一般的な講義形式の授業における、教員から学生へ

一方的な知の伝達とは異なった三者が「お互いに学びあう」という

能動的な学びを実現し、大学を知の拠点として世代間の知の継承を

軸とする知の循環型社会の構築をめざした。 

 

１．取組の実施状況等  
①  取組の実施状況 

（１）取組の実施体制 

徳島大学全学共通教育の運営組織に、

取組の企画・運営をコーディネートする

学びのコミュニティ部会を平成 20 年度

に設置した。学生が主体的に社会人・教

員と共に取組評価と、企画に関わる FD 活

動を課外活動と位置付け、学びの成果を

反映させる場とした。さらに対話形式の

授業を全学共通教育の授業科目群の一つ

として位置付けたるために社会性形成科

目群を設置し、各学部が卒業要件として

同科目の履修を含めたカリキュラムへ移

行することを、大学として支援する体制を構築した。 

      

（２）取組の実施計画に掲げた内容と達成状況 

学生、地域社会人、教員の三者が共に学び合う形式の授業を開講した。また、この授業を改善する

ための、PDCA サイクルを確立して次第にその内容を充実させていった。計画時(平成 20 年度)におい

て、取組の授業を受講する学生数を平成 21 年度 850 名, 平成 22 年度 1350 名の受講を見込み、授業

の開講を計画した。実際の受講生数は、平成 21 年度 670 名(平成 20 年おける予測の 79%),平成 22 年

度 931 名(同 69%)であった。授業の効果を調べる自己評価システムは、概ね計画時の形で実施された。

授業改善の仕組みは、授業結果（D）を自己評価と授業評価結果を学生の参加する FD フォーラムで発

表して議論し(C)、これを担当教員にフィードバックして(A)次年度計画を作成すること(P)で、学生・

地域社会人・教員の三者が関わる PDCA サイクルが構築された。 

      

 (３)社会への情報提供活動 

取組の報告書（平成 20 年度報告書、平成 21 年度報告書、平成 22 年度報告書（1.地域社会人を活

用した教養教育、2.人とのつながり学びの原点、3.水曜学舎-生涯学習の新しい形））を関係者と図書

館に配布した。また、取組のホームページを作成し、広く情報提供をおこなった。取組内容は IKUEI 

NEWS 47 巻,7 月号,2009,『日本生涯教育学会年報』31 号, 83-96, 2010，『日本生涯教育学会論集』

31 号, 143-152, 2010, 『大学教育研究ジャーナル』6 号, 58-69,2009, 『同』6 号, 161-170, 2009,

『同』7 号, 72-77, 2010，『同』7 号, 78-84, 2010，『同』7 号, 102-109, 2010，『同』8 号, 69-75, 

2011, 『同』8 号, 76-81, 2011,『同』8 号, 82-90, 2011,『同』8 号, 91-100, 2011 に報告論文を

発表した。また、第 57 回中国・四国地区大学教育研究会(平成 21 年５月山口大学）、第 12 回日本高

等教育学会(平成 21 年 5 月長崎大学),日本生涯教育学会第 30 回大会（平成 21 年 11 月）、第 16 回大

学教育研究フォーラム（平成 22 年 3 月）,第 58 回中国･四国地区大学教育研究会(平成 22 年 5 月高知

大学）,日本生涯教育学会第 31 回大会(平成 22 年 11 月),生涯学習政策研究フォーラム(平成 22 年 11

月)，第 59 回中国・四国地区大学教育研究会(平成 23 年 5 月鳴門教育大学）等で発表した。 

 



②  取組の成果 

◆取組の経過 

これまで徳島大学では、大学開放実践センターの公開講座や共通教育の公開授業、

及び創成学習プロジェクトにおいて、参加した社会人が学生に対して学びの機会を提

供する積極的な活動を行っていた。そこで今回の取組では,大学教育に理解の深い地

域社会人を大学教育ボランティアとして公募した。この地域社会人が大学の教養科目

などの授業において、学生と同じテーブルを取り囲み互いに学び合う形式の教養授業

を取り入れた。お互いに学び合うことにより、学生は次第に能動的に学ぶことの重要

性に気がつくようになってきた。社会人の異なった視点から、多面的なモノの見方が

存在することに対する気づきが起こるようになった（いずれもアンケート結果より）。

この結果を基に、効果が出やすい議論のテーマを授業に取り入れ改良を行っていっ

た。 
 

◆教育の質の向上の成果につ

いて（計画時との関連を含む） 

この取組では、学生及び地域

社会人共にコミュニケーシ

ョン力育成だけでなく、異な

った視点に対する気づきや、

世代を超えて学び合うこと

の意義を理解する、俯瞰的な

学びにつながる多くの学習

効果をもたらした（表１）。  
計画時における取組の目

的や達成すべき以下の成果 a)-c)は、ほぼ達成された。 

a)学生の能動的な学びに対する地域社会人と教員がサポートする体制が出来た。b)

人間交流，世代間交流を通じての学びに関して。取組の教養教育や課外活動、FD フ

ォーラムを通じて、社会性を身につけさせることができた。c)学生参加型 FD 集会の

開催と授業改善に向けての学生の自主活動などを通じて、学生が主体的に関わる教

養教育改善のための PDCA サイクル確立が実現した。 
 

◆学内外への波及効果 

取組の授業の受講生が中心となって、学生の視点から大学教育の改善に関わる学生

組織（しゃべり場企画チーム、Ways、MANABI）が結成され、広く学生から大学の授業

について話し合う場を設ける活動、新入生の履修アドバイス、国際交流の推進と語学

教育の改善などに向けた自主活動を行い、これらの活動について、第 59 回中国・四

国地区大学教育研究会での発表を学生自身が行った。本取組の活動に関連して山口県

立大学、東海大学、筑波大学の教員・院生との連携した活動が始まり、授業改善に取

り入れた。さらに今回の取組に関連して海外の大学との連携が始まり（韓国・慶北大

学、中国・青島理工大学、モンゴル・ビジネス大学、ドイツ・ビーレフェルト大学、

タイ・ＣＲＵ大）などとインターネットビデオ会議システムを使った課外活動などを

実施した。その効果による授業改善が連携校からも報告されている。 

表１ 取組の授業における学習効果 
（取組参加者の自己採点 5 大いにそう思う 
4 そう思う 3 どちらでもない  2 そう思わない  
1 全く思わないの平均）

 



③  評価及び改善・充実への取組 

取組の授業に関して、取組に参加した学生が、学生の自主組織を結成するなど、

主体的且つ組織的な課外活動を行うようになった。取組の授業に関して、評価・改

善・充実のための PDCA サイクルの仕組みを構築した（図 2）。取組の授業で社会人と

共に学んだ学生が、課外活動として FD 活動に関わることにより、能動的な学びを体

験する場として活用する仕組みを導入して、学びの成果を授業改善に生かすことを

目指した。 
 

◆授業評価アンケート調査の実施と授業

改善 

本取組の授業については、学生・社会

人別にアンケート調査を実施して、取組

授業の評価を自己採点による達成度評価

により実施している。また、取組に参加

した社会人については学生と同様の評価

に加えて、個別の聞き取り調査により、

授業改善についての意見を広く集め、こ

れを次年度の授業に反映させている。 
 

◆FD フォーラムの実施 

全学共通教育 FD フォーラムを毎年実施して、取組に参加した学生による成果発表

を行っている。また、隔年に FD キャンプとして、合宿形式で FD フォーラムを実施し

ている。取組に関する授業の成果発表に対して、取組授業の改善策を話し合う場を設

けている。このフォーラムでの議論の成果を次回の授業改善に生かす仕組みを順次拡

大している。 
 

◆学生の主体的活動による授業点検と改善策提言 

この取組に参加した学生が、授業改善のための学生組織「学生ワーキング」と協働

する４グループ（しゃべり場企画チーム、Ways、MANABI、HATOBA）を結成し、

授業改善の自主的活動を行うようになった。教養教育改善のための FD 集会の企画・

運営をおこなった。さらにこの経験を元にして、他大学の授業改善のための学生グル

ープとの交流を通じて、情報交換をおこなった（SPOD フーラム、全国学生 FD サミッ

ト）。また、この学生グループは第 59 回中国・四国地区大学教育研究会で、取組の成

果と改善について発表し、他大学関係者から高い評価を得た。この成果に基づき、授

業の改善案が作成され、実行されている。また、学生の自主組織が、一般の学生や教

員共に大学教育を考える場を設けて、教員に対する意識改革を促す活動や、取組に関

連した対話形式の授業を増やす提言をおこなっている。 

 

 

 

 
 

 

 



 

④  財政支援期間終了後の取組 

◆財政支援期間終了後における、本取組の実施体制と財政措置 

これまでの財政支援で採用していた特任助教および事務員の仕事は、教員、地域社

会人、学生のボランティアで対応している。取組の評価や学生へ取組を周知する活動

は、取組を経験した学生が関わった学生組織で対応している。プロモーションビデオ

の作成、ホームページ作成、企画運営の一部などは、地域社会人や学生を含めた新た

な組織での対応を検討している。中長期的な展望として、今後大学の財政措置や職員

の体制の見直しなどで対応出来るように、今後さらに取組の充実を図っていく。  
 

◆教育の質的向上に向けた改善・充実を図る計画について 

地域社会人のネットワーク構築と対話型授業の充実に向けた取組を、今後はこれま

でに築いてきた人のネットワークを活用しながら行っていく。現在、地域社会の大学

教育ボランティアは、徳島市及び周辺地域在住の方が殆どを占めている。今後は、交

通の利便性などの面から参加することが困難な地域の社会人とのネットワークを構

築して、インターネットビデオ会議システムを使った課外活動における交流を通じ

て、「学びのコミュニティ」を教室の外に広げていくことにより、学生の学びの幅を

拡大していく。  
 

◆未来社会の視点を涵養するグローバル「学びのコミュニティ」 

 これまでの地域社会人だけではなく、留学生や外国人教員と共に学びあうグローバ

ル「学びのコミュニティ」を基本として、取組を発展させて行く。また、国際的な観

点から持続可能な社会を実現することをテーマとした授業を増やしていき、学生のグ

ローバルな視点を涵養するための教育を充実させていく。 

◆海外の大学とのネットワーク構築とグローバルコミュニケーションの充実  
 日本語、日本文化関係の専攻をもつ海外の大学との連携を深めていき、お互いの交

流を通じた学びの機会を増やす。日本語と外国語の会話力を高める教育を充実させ、

日本文化、異文化交流などの理解を深めていく。学生は課外活動として、地域社会人

を交えた活動に参加し、地域文化を学ぶ。また、留学生の出身地域の文化を共に体験

して異文化理解を深める。さらに、インターネットを用いたビデオ会議システムを用

いて、海外の大学との連携を深めていく。このようなグローバルな「学びのコミュニ

ティ」により、国際化時代に対応できる人材を育成する。  
 

◆継続実施するにあたっての課題及び問題点について 

取組を継続実施していくためには、担当教員の確保と共に、大学の支援、そして地

域社会の理解が必要である。学生が主体的な取組として、地域社会人や海外の大学と

の連携した取組を進めるためには、学生活動に必要なスペースの確保など全学的な理

解が欠かせない。今後は、このような課題を乗り越えていくために、取組に参加した

学生や社会人の組織的な活動を発展させる。さらに充実した内容の取組としていくた

めの体制を構築し、関係者の理解を得るための新たな取組を導入していく。 



◆取組の概要 

大学教育に理解の深い地域社会人の知を大学教育に生かすために、大学教育ボラン

ティアとして大学の教養教育に地域社会人の参加を求め、学生、地域社会人、教員の

「学びのコミュニティ」で学び合う。  

 
図３ 学びのコミュニティによる知の
循環型社会構築と主体的な学びによる
人間力育成 

学生は、能動的な学びによる人間力

育成、地域社会人は知の循環型社会に

向けて新しい生涯学習の実現、教員は

知識伝達役から学びのコーディネータ

ーへの止揚、お互いの学びの成果を生

かす（図３）。地域間ネットワーク構築

などによる知の循環型社会を広げ、知

の拠点としての大学を目指す。           
 

◆組織的な取組の実現 

全学的な取組として、実施

体制を組織化する。PDCA サ

イクルの全ての部分に、学

生の主体的な活動を取り入

れながら、学生の声を反映

させる体制を構築する（図

４）。授業開講数と内容の充

実を図りながら、学生、地

域社会人の協力により、全

学学生定員以上の受講を可

能とする体制に順次拡大し

ていく。         

図５ 国際連携授業 

中国・青島理工大とイン

ターネットビデオ会議

システムを用いた国際

連携授業（H22 年） 
 

図４ 学生が能動的に関

わる授業改善策を取り

入れた PDCA サイクル 

◆今後の展開について 

 徳島以外の地域社会人とのネットワーク形成、留学

生と学び合う授業の実現、海外の大学とインターネッ

トビデオ会議システムによる国際連携授業（図５）な

ど、学び合う対象をローカルからグローバルへ拡大し

て、グローバル社会に対応出来る人材の育成を目指す

（図６）。地域の知の拠点として、取組に参加する社会

人による地域間および海外の大学と国際大学間ネット

ワークを構築し、地域の知の拠点としての大学を目指

していく。 

図６ グローバル社会における

地域の知の拠点としての大学と

学びのコミュニティによる知の

循環型社会構築（模式図）  

 

２．取組の全体像 


