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第３回全国薬学教育者ワークショップより第３回全国薬学教育者ワークショップより
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竹内 靖雄
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http://pheasant.pharm.okayama-u.ac.jp/doc/committee/FD/ 教育の精神・技術について学んだこと
もなしで講義することに，とまどいを持
ったことはありませんか。

教育の精神・技術について学んだこと
もなしで講義することに，とまどいを持
ったことはありませんか。

充分に教えたのだから，理解できない，忘
れる学生が悪いとただ嘆くだけでしょうか。
ではあなたは，この問題解決のためにどの
ような努力をしましたか。

充分に教えたのだから，理解できない，忘
れる学生が悪いとただ嘆くだけでしょうか。
ではあなたは，この問題解決のためにどの
ような努力をしましたか。

もし，小テストを学習形成過程の改善を目
的とする評価に使用するというのならば，評
価対象はあなたの講義であって，学生であ
ってはなりません。

もし，小テストを学習形成過程の改善を目
的とする評価に使用するというのならば，評
価対象はあなたの講義であって，学生であ
ってはなりません。

今，我々が抱えている教育問題。しかし，我々
が知らないだけで，ひょっとしたらもう既に解決法
が提案されおり，その解決に向けての実践が刻
々と進んでいるかもしれません。

今，我々が抱えている教育問題。しかし，我々
が知らないだけで，ひょっとしたらもう既に解決法
が提案されおり，その解決に向けての実践が刻
々と進んでいるかもしれません。

我々は，勿論，研究者です。しかし，同時
に教育者でなければならないはずです。
そろそろ教育について耳をふさぐことを
やめにしませんか。

「「教師が事実であると信じている教師が事実であると信じている
ことを学習者に話し伝えることことを学習者に話し伝えること」」

ではなく，ではなく，
「「学習者の行動（知識・技能・態度）学習者の行動（知識・技能・態度）

に価値ある変化をもたらすことに価値ある変化をもたらすこと」」
です。です。
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学習者の到達すべき目標を設定し，学習者の到達すべき目標を設定し，
教える側全員がこの目標を理解した教える側全員がこの目標を理解した
上で，教育の方法，評価法を具体的上で，教育の方法，評価法を具体的
に作り上げ，学習者が目標に到達しに作り上げ，学習者が目標に到達し
たか，この教育の方法そのものがたか，この教育の方法そのものが
妥当であるか評価し，より良いカり妥当であるか評価し，より良いカり
キュラムを作りだし，実践することキュラムを作りだし，実践すること
が教育です。が教育です。

●カリキュラムとは，教育活動計画書であり，教育
の主幹ともなるもので，これを作成することによっ
てはじめて，学習者が特定目標に到達するため
の学習が可能となります。これは，三要素から
なり，必要に応じて改変されるべきものです。

●●カリキュラムとは，教育活動計画書であり，教育
の主幹ともなるもので，これを作成することによっ
てはじめて，学習者が特定目標に到達するため
の学習が可能となります。これは，三要素から
なり，必要に応じて改変されるべきものです。

目 標
(Objective)

目目 標標
(Objective)

方 略
(Learning Strategy)

方方 略略
(Learning Strategy)

評 価
(Evaluation)

評評 価価
(Evaluation)

●学習者が，学習によって，より望ましい状態に変
化（行動変容）するためには，この状態を学習
目標として明示しなければなりません。学習者
に明示が必要な目標は， ２つに分類されます。

●●学習者が，学習によって，より望ましい状態に変
化（行動変容）するためには，この状態を学習
目標として明示しなければなりません。学習者
に明示が必要な目標は， ２つに分類されます。

一般目標
(Genaral Instruction Objective [GIO])

一般目標一般目標
(Genaral Instruction Objective [GIO])

行動目標
(Supecific Behavioral Objectives [SBOs])

行動目標行動目標
(Supecific Behavioral Objectives [SBOs])

目 標
(Objective)

目目 標標
(Objective)

●学習の成果を表現したもので，期待される
学習成果を記述したものです。 「知識」，
「態度・習慣」，「技能」の三領域にわたる
内容が望ましいとされています。 学習者を
主語にして，何のためにどのような能力を
習得するかを包括的に示します。

●●学習の成果を表現したもので，期待される
学習成果を記述したものです。 「知識」，
「態度・習慣」，「技能」の三領域にわたる
内容が望ましいとされています。 学習者を
主語にして，何のためにどのような能力を
習得するかを包括的に示します。

（例）知る 認識する 理解する 感じる 判断する
価値を認める 評価する 位置づける 考察する 創
造する 修得する 身につける 等

（例）知る 認識する 理解する 感じる 判断する
価値を認める 評価する 位置づける 考察する 創
造する 修得する 身につける 等

一般目標
(Genaral Instruction Objective [GIO])

一般目標一般目標
(Genaral Instruction Objective [GIO])

●学習者が一般目標を達成できた時，どのよ
うなことができるようになっているかを具体的
に記述したものです。「知識」，「態度・習
慣」，「技能」がそれぞれ別の SBO で設定
されなければなりません。 学習者を主語に
して，一般目標を達成するには，どんなこと
ができるようになるかを具体的に示します。

●●学習者が一般目標を達成できた時，どのよ
うなことができるようになっているかを具体的
に記述したものです。「知識」，「態度・習
慣」，「技能」がそれぞれ別の SBO で設定
されなければなりません。 学習者を主語に
して，一般目標を達成するには，どんなこと
ができるようになるかを具体的に示します。

行動目標
(Supecific Behavioral Objectives [SBOs])

行動目標行動目標
(Supecific Behavioral Objectives [SBOs])
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認知領域（知識，想起，解釈，問題解決）
●列記（挙）する （具体的に）述べる 記述する 説明する 分類する比

較する 対比する 類別する 指摘する 関係づける 判断する同（特
）定する 選択する 予測する 弁（識）別する 推論する 公式化する
一般化する 使用する 応用する 適応する 結論する 等

情意領域（態度・習慣）
●行う 尋ねる 助ける コミュニケートする 討議する 寄与する 示す

見せる 表現する 感じる 始める 参加する 反応する 応える 配
慮する 相談する 等

精神運動領域（技能）
●感じる 始める 模倣する 熟練する 工夫する 実施する 行う 創造

する 測定する 操作する 動かす 触れる 調べる 準備する 等
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）定する 選択する 予測する 弁（識）別する 推論する 公式化する
一般化する 使用する 応用する 適応する 結論する 等

情意領域（態度・習慣）
●●行う 尋ねる 助ける コミュニケートする 討議する 寄与する 示す

見せる 表現する 感じる 始める 参加する 反応する 応える 配
慮する 相談する 等

精神運動領域（技能）
●●感じる 始める 模倣する 熟練する 工夫する 実施する 行う 創造

する 測定する 操作する 動かす 触れる 調べる 準備する 等

GIO
●薬学教育の改善を推進するために，教育の関心を深め，望ましい

カリキュラム立案能力を習得する。

SBOs
●教育の原理・あり方を説明できる。（知識）
●カリキュラム立案の手順を説明できる。（知識）
●学習単位の具体例について目標を作成できる。（技能）
●教育の方法，媒体の特徴を述べることができる。（知識）
●効果的な学習方略を立案できる。（知識）
●教育評価の原則，評価方法を作成できる。（知識）
●適切な評価方法を作成できる。（技能）
●立案したカリキュラムを評価できる。（知識）
●教育改善に対する抵抗の克服手段を説明できる。（知識）
●教育とその改善に積極的な態度を示す。（態度・習慣）
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●●教育の原理・あり方を説明できる。（知識）

●●カリキュラム立案の手順を説明できる。（知識）
●●学習単位の具体例について目標を作成できる。（技能）
●●教育の方法，媒体の特徴を述べることができる。（知識）
●●効果的な学習方略を立案できる。（知識）

●●教育評価の原則，評価方法を作成できる。（知識）
●●適切な評価方法を作成できる。（技能）
●●立案したカリキュラムを評価できる。（知識）

●●教育改善に対する抵抗の克服手段を説明できる。（知識）
●●教育とその改善に積極的な態度を示す。（態度・習慣）

●学習方略とは，学習者が各 SBOs に到
達するために必要な学習方法の種類と順
序を具体的に示し，必要な資源（人的，
物的）を選択して準備することを指します。
方法としては，講義・見学等の受動的方
法と実習・グループワーク・自習の能動的
方法に分類されます。

●●学習方略とは，学習者が各 SBOs に到
達するために必要な学習方法の種類と順
序を具体的に示し，必要な資源（人的，
物的）を選択して準備することを指します。
方法としては，講義・見学等の受動的方
法と実習・グループワーク・自習の能動的
方法に分類されます。

方 略
(Learning Strategy)

方方 略略
(Learning Strategy)

1. 講義ノートを開始前の１０分間読んでおく。
2. 聴衆を待ち受ける
3. クラスの最後部の学生を見て，自分のいうことがきこえる

かどうかを確かめる。
4. ノートを読むのではなく，話す。
5. 聴衆をよく見る。自分の感情を顔にあらわす。
6. マンネリ化を避ける。あまり歩き回らない。
7. 活発にきびきびとする。しかし，急ぎすぎない。
8. ポイントを違う表現で繰り返す。
9. ユーモアを使う。しかし使いすぎない。
10. 時間を超越しない。
11. 自分の講義スタイルを批判してもらう。
12. 視聴覚メディアを効果的に使う。
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方 略（おまけ１）
(Learning Strategy)
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方 略（おまけ２）
(Learning Strategy)

方方 略（おまけ２）略（おまけ２）
(Learning Strategy)

良かった点

Power Point の使用
小テストの解答と前回の復習
シャトルカードの実施
インターネットでの資料開示
小テストの実施

良かった点
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小テストの解答と前回の復習
シャトルカードの実施
インターネットでの資料開示
小テストの実施

悪かった点

スライドの内容全部をプリントに
難しい
くすりに関連しない
もっと詳しく・説明がたらない
スライドが見にくい
スライドの移りが速い
講義内容のスピードが速い
時間配分が悪い
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もっと詳しく・説明がたらない
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時間配分が悪い

●教育評価とは，教育活動を効果的に遂行す
るために必要な情報を得，それを解析し，意
志決定を行う作業と定義されています。ここで
最も重要なものは，目的です。評価は，その
目的に応じて２つに分類されます。
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最も重要なものは，目的です。評価は，その
目的に応じて２つに分類されます。
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●学習単位の学習目標を修得しているか否か，もし
修得していないならそれを修得するのに何をしなけ
ればならないかを判定するための評価を指します。
すなわち， 学習形成過程の改善を目的とする評
価 です。その結果は，学習者を矯正するため，ま
た教員が教授法を矯正し，学習指導の指針を得
るためのフィードバック資料となります。学習者の正
式記録には絶対に含めるべきではありません 。
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るためのフィードバック資料となります。学習者の正
式記録には絶対に含めるべきではありません 。

形成的評価
(Formative Evaluation)

形成的評価形成的評価
(Formative Evaluation)

●達成された学習成果の程度を総括的に把
握するための評価で，通常，科目（コース）
や全過程の終了した時期に行われるもの
です。学習者の永久的な記録と正式な一
部として記録します。

●●達成された学習成果の程度を総括的に把
握するための評価で，通常，科目（コース）
や全過程の終了した時期に行われるもの
です。学習者の永久的な記録と正式な一
部として記録します。

総括的評価
(Summative Evaluation)

総括的評価総括的評価
(Summative Evaluation)

●●教員の教育意識向上のために教員の教育意識向上のために

公開講義の促進公開講義の促進公開講義の促進

●●シラバスの充実のためにシラバスの充実のために

GIO, SBOs を記述するGIO, SBOsGIO, SBOs を記述するを記述する

●●形成的評価を取り入れるために形成的評価を取り入れるために

ＳＴシャトルカードの利用ＳＴシャトルカードの利用ＳＴシャトルカードの利用
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「人を創る」こと。「人を創る」こと。
これが大学の使命である。これが大学の使命である。

20022002年度桃太郎フォーラム年度桃太郎フォーラム
河野学長河野学長

「「教師が事実であると信じている教師が事実であると信じている
ことを学習者に話し伝えることことを学習者に話し伝えること」」

ではなく，ではなく，

「「学習者の行動（知識・技能・態度）学習者の行動（知識・技能・態度）
に価値ある変化をもたらすことに価値ある変化をもたらすこと」」

である。である。

そろそろ教育について目を閉ざすことをやめにし
ませんか。我々は，勿論，研究者です。しかし，同
時に教育者でなければならないはずです。

そろそろ教育について目を閉ざすことをやめにし
ませんか。我々は，勿論，研究者です。しかし，同
時に教育者でなければならないはずです。

目をつぶったら，あかん。目をつぶった
ら，おまえはくらやみにつつまれてしま
うからのう。

目をつぶったら，あかん。目をつぶった
ら，おまえはくらやみにつつまれてしま
うからのう。


