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取 組 の 概 要 

本取組は、慶應義塾大学で教養研究センターを中心として開発した身

体知教育（身体的気づきを導く体験型授業）のノウハウを活用し、５つのセ

クション（I「アート」、II「フィールドアクティヴィティ」、III「コミュニティ」、IV「コミ

ュニケーション」、V「発信・評価・システムデザイン」）に分かれて多彩な身体

知教育を行うことで、優秀な大学生にふさわしい言葉の力＝教養言語力を

習得させる教育モデルを提示かつ実施するものである。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

慶應義塾長の指導の下、学部を横断して身体知教育の方法を開発している大学教養研究

センターを統括拠点として、研究科、学部、社会・地域連携室などの学内諸組織と連携しつ

つ、同センターの中に統合企画ボードを置き、本プロジェクトを実施した。 

(２)取組の実施内容について年次計画の詳細  

1 年目「準備と始動」：教養言語教育の基礎固めを行った。 

①基礎ワークショップの開催  １）身体知教育を通した教養言語教育ワークショップ、２）対人・

対自己意識の育成を行う臨床心理学系基礎ワークショップ、３）フィールドワーク技法のワーク

ショップ、４）編集スキルのワークショップを行った。 

②実験授業の開始  １）アート系とコミュニケーション系の実験授業を開始し、２）上記ワークシ

ョップの導入によるフィールドワーク系授業（商学部「地域との対話」など）の充実化を図り、３）

雑誌・新聞作りの実験授業を開始した。  

③拠点作りと交流の開始  大学キャンパス（三田、日吉、矢上、鶴岡）、横浜市日吉地域、横

浜市寿町、港区三田、高山の各拠点や身体知関連組織との連携活動を活発化させた。専

門家を招聘し、主として教員を対象とした講演とワークショップを開催した。全体シンポジウム

「身体知と言語」を開催し、本取組の内容を外に紹介した。 

④発信・評価・システムデザインのための研究会発足  「身体・言語・文化デザイン研究会」を

立ち上げ研究会活動を開始した。併せて、教育評価創造委員会を立ち上げ、「学びのポート

フォリオ」と「授業評価アンケート」のモデル作成を行った。 

⑤ウェブサイト ウェブサイト（http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/gp/）を立ち上げた。 

2 年目「本格的活動と成果の発表」： 

数多くの授業内実験、実験授業、関連ワークショップを実施することで、本格的な活動を開

始し、教養言語の３つの柱｢学術言語｣、｢芸術言語｣、｢メディア言語｣の言語力育成のための

教育方法を開発・試行・フィードバック・再構築した。本取組関連の正規授業として「身体知

―創造的コミュニケーションと言語力」および映像批評と映像創作を組み合わせた「アカデミッ

クスキルズ III、IV」を新たに立ち上げた。 

①授業内取組・実験授業の本格化  授業内実験、実験授業、ワークショップの本格的展開を

図った。１）セクションＩでは、文学、演劇、古典（狂言）、音楽などアートを用いた言語教育を行

い、２）セクション II では、首都圏、横浜市日吉、横浜市寿町、地方（川越市、高山市）を拠点

とするフィールド活動を通した言語教育を行い、３）セクション III では、三田地域、日吉地域、

横浜市寿町を拠点とするコミュニティ作りを核とする言語教育を行い、４）セクションＩＶでは、ア

ートに加えて臨床心理学系ワークショップを活用した言語教育を行い、５）セクションＶ（発信の
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ためのメディア言語）は、編集基礎スキルの習得に加えて、本作り、雑誌・新聞作り、著作権問

題の対処法などを体験的に学ばせる言語教育を行った。 

②評価方法の試行  「身体・言語・文化デザイン研究会」より提言を受け、評価メソッドの改善

を図った。  

③拠点を繋ぐネットワーク構築と交流の活発化  国内・国際学会での成果発信（研究発表とワ

ークショップ）を行い、専門家を招聘して講演会と意見交換を行った。 

④中間報告会と成果発信  セクションⅤを中心として、年度末に中間報告会を実施し、外部

評価委員による外部評価を行った。その他、取組内プロジェクト単位で、成果発表（口頭発

表、論文集、創作集、新聞・雑誌編集、イベント企画）を行った。 

3 年目「発展的継続と最終提言」： 

実験授業をさらに発展的に展開しながら、本取組の成果発信とカリキュラム化を念頭に置い

て、最終提言を行った。正規授業としてフィールドワークを中心とした新「アカデミックスキルズ

III、IV」を立ち上げた。 

①身体知教育による教養言語力育成モデルの提示  ２年目で本格化した実験授業を発展的

に引き続き展開しつつ、フィードバックを取り入れた振り返りを行って、体験による気づきを促す

身体知教育による教養言語力育成モデルを構築・提示した 

②身体知教育による教養言語力育成  を取り入れた本学カリキュラムに提言  ①の成果を元

にして、最終報告会で身体知教育と教養言語力教育を導入した大学カリキュラムのあり方に

ついて提言した。 

③身体知教育および言語教育の評価方法モデルの提示  身体知教育と教養言語教育にふ

さわしい評価モデルを提示した。  

④最終成果の発信  学会で本取組成果を発表する他、年度末に、最終報告会を開催し、外

部評価を行うとともに、最終報告書の作成を行った。 

(３)社会への情報提供活動について 

①本取組ウェブサイト（http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/gp/）にて取組紹介、活動紹介を行う

他、大学教養研究センターウェブサイトや大学ホームページで広報活動を行った。  

②2009 年度末に３つのシンポジウム――「身体知と言語」、「フィールドワークの現在」、「コミュ

ニティ・アートと言語力」を開催し、本取組の内容を広く紹介した。その内容はすべて『2009 年

度シンポジウム報告書』にまとめて、冊子体でもインターネット

（http://lib-arts.hc.keio.ac.jp/journal/cla24.pdf）でも閲覧可能である。2010 年度末に中間

報告会を行い、翌年度末に最終報告会を開いて、成果を発信した。  

③上述の 2009 年度シンポジウム報告書の他に、2012 年 5 月に『文部科学省大学教育推進

プログラム「身体知教育を通して行う教養言語力育成」最終報告書』を刊行した。  

④「エディティングスキルズ」、「文学」、「人文科学特論」の成果として雑誌「ばら☆ばら」、詩集

「丁寧な身体」、詩集「サンマルヨン（三〇四）」などを制作・配布した。  

⑤初年次教育学会 2010 年度および 2011 年度年次大会で「身体知ワークショップ」を開催し

た。2010 年度のデザイン史学会（ベルギー）と 2011 年度の消費文化史学会国際会議（東京）

で本プロジェクトのコミュニティ・セクションの取り組みを発表した。  

⑥音楽やダンスが関係するプロジェクトは公演を行った。「古楽器によるバロック時代のトリオ・

ソナタ」（2010 年度、2011 年度）、「バッハ「ロ短調ミサ」プロジェクト」（2011 年度）、「新入生歓

迎行事コミュニティダンス公演」（2011 年度）などである。 

⑦設置科目「アカデミック・スキルズ―批評と創作」では、2010 年（ドキュメンタリー）と 2011 年

（文学作品の映像化）に、言語力育成を経て映像創作を行う授業を展開し、それぞれの年に

アーティストを招いて創作映像作品発表会を行った。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組の目的は、基礎言語力獲得後に目指すべき中上級レベルの言語力育成である。そ

れを教養言語力と名づけ、学術言語力（選んだテーマを十分に調査して論文にまとめる力）、

芸術言語力（言語を創造的に駆使する力）、メディア言語力（成果を分かりやすく社会に発信

する力）の３つに分類した。初年次より２年間で、学術言語に関しては卒業論文レベルの言語

力を習得させ、芸術言語とメディア言語に関しては社会に発信するに足る独創性と完成度を

備えた言語力を習得させることを達成目標とした。 

評価は、学生アンケート、教員自己評価などを通して、量的と質的のバランスを意識した評

価を心がけた。評価を分かりやすくするために、以下のような評価ツリーを作成した。 

評価ツリー（評価と発信：例2011夏期「身体知」）

夏期集中講座「身体知」（２単位）

身体知教育の有意義性
３．７

大学の教育・社会活
動としての意義

３．８

有効性（教養言語力育
成）
３．２

自分が少しずつ変わるのが感じ
られ、少し自信が付きました。短
期間でこんなにも多くのものが
生み出せ、洗練できることに驚

きました。

生きるということ。人と人が交
わるという事。その根本につ
いて忘れていたものを思い出

せたような気がします。

言葉を身体で表現する
ことが自分にとっては、
まったく新しい発見でし

た。

参加者同士の一体感、互いに
学び合おうとする態度。「言葉」
と「身体」にどうアプローチして
いけばいいか、そのいくつかの
メソッドを提示してくれたという

点で発見の連続だった。

可能な限り積極的に取り入れ
るべきだと思います。

創造するために必要な準備の方
法を身に付けられる授業だと思
います。いつでもどこでも表現で
きる力が身に付くと思うので、実
践に強い人材が育つと思います。

創造するという行為で人とコ
ミュニケーションがとれた。

大学を経て、普通の公立中
学校に入って欲しい。

身についたまでいったかどう
かわかりませんが、気がつき
ました。身につくかは、これか
らの自分にかかっていると思
いますが、また、こういう授業
やワークショップがあれば参

加したいです。

発言を自然とすることができ
るような空気があった。異な
る意見を互いに認め合い、
体全体を使いながら言葉と
格闘していくことが大事だと

思った。

本当に大切なのは、こ
の講義で終わらせるの
ではなく、今後に活かし
て自分を成長させること

であると考える。

ちょっとやったくらいでは身
につきませんが、良いきっ
かけになったと思います。

みなの言語の使い方が
とても勉強になった。役

立てたいと思う。

自身のスキルをみつ
めなおせたことだけで
も次の一歩になったの

ではと思います。

人によって思いつくことも違うし、
それを発揮しあうとすばらしい

作品に
なったりする。それも参加型だ
からよくわかった。そうでないと
成績だけしかわからない。

 

樹木
ツ リ ー

の根っこの部分で量的評価を 4 点満点で示すと同時にその上の幹と葉の部分に質的評

価記述を示して、量的と質的の双方の評価を分かりやすく図示する工夫である。左コラムは

「身体知教育の有意義性 3.7」に関する意見を対応させ、中央コラムは「大学の教育・社会活

動としての〔身体知教育の〕意義 3.8」に関する意見を、右コラムは身体知教育が教養言語力

育成にとって持つ「有効性 3.2」に関する意見を対応させる。 

 全体としては好結果ながら、教養言語力育成の手段としての「有効性」に関しては、「有効

性」評価平均が 3.2 と、他の２要素（3.7 と 3.8）に比べて低い。但し、参加者の記述には「気が

つきました」、「良いきっかけになった」などの意見が多数あり、自らの言語力への気づきや言語

力強化への動機づけになったことが分かる。本取組は、短期的に教養言語力を獲得させると

いう点において十全ではなかったが、教養言語力の大切さを気づかせその習得に向けて動機

づけるという点においては、有効であった。 

 この結論を受けて、取組中そして取組後に、数種の身体知系授業を新設した。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

評価体制の中で中核的役割を果たすのは、教育評価創造委員会である。同委員会は評

価方法の取りまとめを担当し、下部組織として学生ポートフォリオ＆アンケート作成小委員会と

教員アドバイザリー小委員会を持つ。前者は学生の評価――授業・ワークショップアンケートと

自己ポートフォリオ作成を扱う――に関わる問題を提起・解決し、後者は教員の評価――学

生授業・ワークショップアンケートの解釈と自己評価――についての研究・普及活動を進め

た。同委員会は、後述する身体・言語・文化デザイン研究会とも緊密な連携をとりながら、定

期的に会合を持ち、評価方法の構築を試みた。その際に、主として参考にしたのは、次の３つ

である。まず、第一に、評価に関して専門知と実践知を有する研究者と実践者を大学内外よ

り講師に招いた。塾内からは西山敏樹氏に、塾外からは小島佐恵子氏に、海外からは来日

中の Mat Peacock 氏に話をうかがい、知見を深めた。次に、セクション IV に属する臨床心理学

系教員の知見と本セクションに参加するシステム論系教員の知見を活用した。彼らの意見を

元に、授業・ワークショップアンケートと学生ポートフォリオシートのたたき台を作り、実際に使用

してみて、そのフィードバックも参考にして、同アンケートとポートフォリオシートを完成させた。教

員の自己評価については、「担当プロジェクト報告書」書式を作り、次の項目について記述式

に評価してもらった。「プロジェクトの概要・活動の具体的な内容」、「プロジェクトの設定目

標」、「学生の到達度」（①アンケート実施の有無、②目標の達成度、③困難だった点）、「今

後の課題」（①教員にとっての成果、②教員にとっての課題、③今後の継続のための工夫・計

画）の計 8 項目である。 

また、教育評価創造委員会のサポート役として外部評価委員会を立ち上げ、2010 年度末

と 2011 年度末にそれぞれ中間報告会と最終報告会を実施し外部評価を行った。中間報告

会の外部評価委員は川島啓二氏（国立教育政策研究所）、最終報告会の外部評価委員は

同じ川島氏に加えて、菅原幸子氏（横浜市）、香取早太氏（株式会社 JTB 法人東京）であ

る。外部評価委員には、諸項目について記述をお願いするとともに、７つの大項目に関して、

それぞれ「A 当初の目標に到達している；A－  当初の目標をほぼ到達している；B 当初の目標

に到達していない点があるが、満足すべき成果を示している；B－  当初の目標に到達しておら

ず、欠けている部分がある；C 当初の目標に到達しておらず、大いに改善すべき点がある」の 5

段階評価をお願いした。最終報告会の結果は次の通りで、外部評価の記述部分と併せて、

今後の活動に活かす予定である。 

最終報告会外部評価    
 川島啓二氏  菅原幸子氏  香取早太氏  

概観  A－  A-      A 

セクションI A－  A-      A 

セクションII      A A-      A 

セクションIII      A A-      A 
セクションIV A－  A-      A 
セクションV A－       B A－  

総合評価       A A-      A 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

②の終わりで示したように、参加者の評価平均は、「身体知教育の有意義性」に関しては

3.7（4 段階評価）、「大学の教育・社会活動としての〔身体知教育の〕意義」に関しては 3.8、身

体知教育が教養言語力育成にとって持つ「有効性」は 3.2 であった。「有効性」に関して、参

加者の記述を併せて精査すると、身体知教育で短期的に具体的効果を出すことは難しいが、

教養言語力の大切さを気づかせ、その習得に向けて動機づけるという点においては有効であ

った、という結論に達した。それゆえ、「身体知教育を後いた教養言語力育成」は長期的視点

で運用し、短期的な「スキル」重視の言語教育と相補的に活用することが望ましいことが分かっ

た。この結論を受けて、本取組中そして取組後に、数種の身体知系授業を新設し、また、教

育実験を継続している。大学教養研究センターの設置講座として、2010 年度に「身体知」と

「アカデミックスキルズ III、IV（映像制作）」を立ち上げ、2011 年度には「アカデミックスキルズ

III、 IV（フィールドワーク）」を開始した。これらは、本取組終了後も、極東証券寄附講座とし

て、継続されている。また、2012 年度には、住友生命寄附講座「身体知・音楽」が始まった。

すべて、本学卒業単位が取得できる正規授業である。同様に、本取組内のフィールドアクティ

ヴィティ系の正規授業科目は 2012 年度も継続して実施される。その他には、本学未来先導

基金の支援事業に採択され本年 9 月に実施予定の「庄内セミナー」が本学鶴岡キャンパスを

拠点とする合宿形式で教育を行う身体知型実験授業で、今後の展開が期待される。また、現

在、東日本大震災被災地支援とつなげる試みとして、本学と縁の深い南三陸町での合宿形

式の身体知教育の可能性を探っている。さらに、本学大学教養研究センターとシステムデザイ

ン・マネジメント（SDM）研究科が連携して体験型学びのモデルを作ろうという計画が動き出し

ている。運営組織としては、引き続き、大学教養研究センターが核となり、SDM 研究科や社

会・地域連携室と連携してゆきたいと考えている。また、今後の課題として、一貫校との連携も

考える必要がある。経費面に関しては、学内の研究支援基金（未来先導基金など）と寄附講

座を中心とした外部資金をバランスよく活用してゆきたいと考えている。また、もう一点、本取組

の評価を通して見えてきたのは、新しい種類の授業運営と成績評価の可能性である。身体知

教育を通して行う言語力育成は、通常の「座学」の授業と異なり、言語と非言語体験の双方

が交錯し、教員・学生間や学生相互の複雑なコミュニケーションが発生する。この新たな人間

関係やそこから生まれる新たな気づきを活用した授業運営や成果のみでなくプロセス重視の

成績評価が求められ、それが新しい授業評価やシステム作りにもつながる。すなわち、成績評

価は、密な人間関係を活かした多面的なものが望ましい。従来型の教員側からの評価だけで

なく、学生のアンケートやポートフォリオや学生同士のピア評価を中心に振り返りを重視するの

が望ましい。また、学生の成果を外部に公開し、それについて外部者から評価を得られれば、

客観的な成果評価ができ、学習プロセスと最終成果の双方のバランスの取れた成績評価が

可能になる。この種の成績評価はそのまま授業評価として活用することもできる。成績評価を

することが授業評価に結びつき、教育改善のサイクルが自ずと確立される。きめ細かい授業運

営と成績評価システムの構築を基盤として、さらなる教育的展開が望ましい。これも今後の課

題である。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

①身体知教育（身体的気づきを導く体験型授業）を通して行う、優秀な大学生に 

ふさわしい 

言葉の力＝教養言語力を育成する教育モデルの提示と実施を目的とする。 

教養言語力は学術言語力、芸術言語力、メディア言語力の 3 つの構成要素を有する。 

そして、身体知教育は、ｾｸｼｮﾝⅠ「アート」、ｾｸｼｮﾝⅡ「ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ」、ｾｸｼｮﾝ 

Ⅲ「コミュニティ」、ｾｸｼｮﾝⅣ「コミュニケーション」、ｾｸｼｮﾝⅤ「発信・評価・ 

システムデザイン」に分かれて行い、創造力と協働力、自己システム知と社会シ 

ステム知育成のバランスを考えつつ、教養言語力を育成する。 

                                      

 

ｾｸｼｮﾝⅠ「アート」  

 ｾｸｼｮﾝⅡ「フィールドアクティビティ」 

ｾｸｼｮﾝⅢ「コミュニティ」 

ｾｸｼｮﾝⅣ「コミュニケーション」 

ｾｸｼｮﾝⅤ「発信・評価・システムデザイン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②実施体制と評価体制は次の通りである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 己 ｼｽﾃﾑ知  

協働力  社 会 ｼｽﾃﾑ知  

創造力  
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