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　北海道大学主催の「これからの大学教育と教育評

価」に関する会議に参加することは，私にとってた

いへん名誉なことである。わがポートランド州立大

学は，何年にもわたって北海道大学と働く機会を

持ってきたが，それは多くの利益をわれわれにもた

らしてくれた関係であった。今日の午後の私の話題

は，カリキュラム改革，特に一般教育の改革である。

David Damroschは最近の著書「大学の文化を変えて

一般教育の新しい局面
自叙伝ではなく歴史としてのカリキュラムの開発：

ポートランド州大学 における一般教育改革のケーススタディ

New Aspects of General Education

Curricular Development as History not Autobiography:  A Case Study in General

Education Reform at Portland State University

Michael Reardon
 Portland State University

マイケル・リアドン
ポートランド 州 立大学

（翻訳版）

　アメリカの高等教育 におけるカリキュラムの変化は，専門分野の特権の代表を務めてい

る教官や，学部学生としての自らの経験を持っている教官によって，しばしば政治的な交渉

であるかのように取り組まれてきた。このような取り組み，あるいはこれら２グループの組

み合わせでは，カリキュラムを社会的歴史的発想として認識できない。さらに効率的な取り

組みをしようとすれば，教官がその専門的な見地から，社会の期待と学生の必要性という条

件のもとで開発した学習のための意図的なデザインとして学部のカリキュラムを考える必要

がある。このカリキュラムの発想は，認識しておくべき以下のような基本的要素をとらえて

いる。カリキュラムは，我々の現在の専門分野の構造に従って編成された独立の知識だけで

はなく，一般教育や主専攻科目，選択科目が組み込まれた公式の取り決めでもあるべきであ

る。またカリキュラムは，教育システムと職業システムの融合と，より大きな集団としての

高等教育の経験（歴史）とを反映させるために，教官によって設計されるべきであることを

明確に強調できる。私の大学での最近の経験を用いて，このカリキュラム変更の発想のケー

ススタディについて述べる。より大きな問題は特定の大学のケースにも反映されるので，こ

のようなケーススタディが重要な問題点を浮き彫りにできることを期待している。

いる我々学者」でこう書いている。

　研究の一つの分野として考えてみると，学究生

活という課題は，すべての若い学者がまだ大学院

生のときから一種の専門家となることを強いられ

る課題である。大学の問題を書こうという気に

なった人には，アカデミアに関する文献を調査す

る価値をまったく認識しないような強い意見や，
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経験論の積み重ねを発展させてしまうという危険

を犯す可能性さえある。学問の問題を議論してい

る驚くほどの数の寄稿論文は，バスの運転手の休

日の自家用車運転のような流儀で書かれている。

自分の専門分野ではその問題に関する大部分の文

献を読まずに論文を書こうなどとは決して思わな

い人が，大学の問題になるとひどい本を書くもの

である。その本全体が，自分の知っている範囲内

の領域の専門家の仕事をぞんざいに眺めただけに

すぎないことを如実に示していることがよくある。

　ときに管理職の教師は，直接的な経験の信ぴょ

う性をなくさないようにするために原則について

述べた資料を読むことさえ放棄する。（Damrosch

1995）

　Damrosch の観察は私の論文のタイトルと論題を

はっきり示している。教師たちは，学生として直接経

験したことについての自叙伝的な反省として，学部

教育改革にアプローチする。しかし，学部教育の改革

はそれ自身歴史と複雑性と発展性を持ち，それゆえ

にわれわれの学部教育の理解のために重要な一群の

文献を持っているのである。

　Damrosch が非常に正確に書いているこのような状

況の明らかな困難さは，Mary Douglas の著書「組織

はいかに考えているか」で指摘されている。管理者を

含めた学部の圧倒的な人々は，スタッフとしての経

験をもとに彼ら自身の文化と組織に関連した問題に

ついて話したり行動する傾向があり，スタッフとし

ての彼ら自身の知識に基づくことはまれである。Dou-

glas は次のように指摘している。

　組織は彼らが正式だと認める関係と同じ形式に

システマティックにそれぞれの記憶の向きを揃え，

我々の理解の道づけをする。彼らは本質的にダイ

ナミックな過程を固定化し，その影響を隠蔽し，

標準化された問題の標準化された調子に我々の感

情を導いていく……彼らが提供する解決方法は，

ただ彼らの限られた経験だけに由来する。もし組

織が教官の参加に依拠するものであれば，組織は

われわれの気も狂わんばかりの問いかけに，「もっ

と多くの参加を！」と答えるであろう。もし権威

に頼るのものなら，それはただ「もっと多くの権

威を！」と，答えるだけであるだろう。コンピュー

タの世界はそれ自身のプログラムがすべてである

が，組織はこのようなコンピュータ的誇大妄想を

持っているものである。われわれにとって，知的

な独立のための希望は抵抗であり，抵抗の必要な

第一歩は組織がどのようにわれわれの心をつかん

でいるかを見い出すことである。（Douglas 1886）

　組織の任務，カリキュラム，アカデミーの構造，あ

るいは教育役割などについてファカルティーで議論

するときは，Douglasの分析を考慮に入れて熟考する

ようお願いしたい。私はさらに彼女の結論は効率的

な契約のために絶対に正しい第一歩であると思う。

私たちの心に制度的・文化的影響がどのように及ん

でいるかを知らなくてはならない。私たちは私たち

自身をその研究の対象にするべきである。このよう

な研究の進路はどのようなものになるだろうか。確

かにその研究はヨーロッパおよびアメリカの伝統の

なかでの高等教育の展開を含んだ方がよいが，それ

以外の異なる組織の発展をも含むべきである。現在

の学際的な知識の構造を創り出してきた学者の共同

体としての学部，専門文化のなかでの専門家として

発展してきた学部を含むべきである。これは最初の

基礎的ではあるが決定的な段階である。なぜなら，将

来発生する問題，学者として解決すべき問題は，この

ような基礎的要素を含んでいるからである。カリ

キュラム設計，一般教育あるいは教養教育，専門教

育，専門家としての貢献，あるいはコミュニティーで

の学習，評価過程の開発デザイン，などの仕事は，す

べてファカルティーをある特定の組織的な使命に向

けさせるために必要である。そこで，ファカルティー

をこのような仕事につかせるのであれば，ファカル

ティーの多くが基本的な問題をすでにどの程度認識

しているかが重要になる。その認識の程度が高けれ

ば，さらに多くの教師の目を特定の問題に向けさせ，

もしその問題の予備的研究が最初のステップであれ

ば，最良のアプローチを現にしていることを認識で

きる。研究はその後明らかに基礎から微細な問題へ

と進むが，次のようなアプローチはすべての段階に

おいて同じである。考慮されるべき問題や学問的問

題として，ファカルティーが行動する必要のある問

題をまず定義せよ，ということである。

　たぶん例をあげた方が良いだろう。「PEW 高等教育

円卓プロセス」の一部として持たれた円卓会議にお

いて，私たちは一般教育の問題を論じていた。このよ

うな論議はよく行なわれていたが，私たちはよく自
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らの経験に基づいた態度をとったものである。参加

者の１人で理学部に所属しておりいつでも理学部に

いるように見える人は，ひどいフラストレーション

に陥って，「結局すべての学生が教養教育をとるべき

であるのに，なぜこれについて話をしなければなら

ないかわからない」と発言した。教養教育とは何かを

述べるように求められた時，彼は「私が受けた講義の

ようなもの」だと答えたものである。私たちは詳細な

検討を続け，さらに多くの参加者がはっきりと理解

できるようになったので，教養教育の概念の歴史と

哲学と起源について学者グループ全体として驚くほ

ど統一されるようになった。自分の経験をもとにし

た態度をとることは容易であったし，理解に基づい

た論議と討論にまでは我々の力が及ばなかった。こ

の例は私の主張を裏付けている。

　カリキュラムを部分的であれ変えようとするとき

は，そのカリキュラムを作り出した歴史的過程を理

解することが不可欠である。歴史的発展は少なくと

も３つの階層からなる。つまり，カリキュラムがより

大きな社会 -経済関係の反映であるような長期の展

開，さらに専門的な高等教育史の発展，最後にこれら

２つのより一般的な発展が生み出した個々の組織の

発展への反映である。ここでは最初の段階から始め

て，私自身の組織の歴史のなかでの特定の出来事，つ

まり一般教育プログラムの変更の問題に移っていき

たい。

　1870年頃から一連の構造的変化が始まり，輪郭と

いう意味では現在にまで通用するような組織が形成

され，主要なヨーロッパの教育のシステムを完全に

変えた。おそらく変化の割合いは1880年から1890年

の間で最も大きかった。この期間は鋭い社会的対立

や，互いに競合しあうカリキュラムの認可をめぐる

おおっぴらで激烈な議論や，教育された人（あるいは

不適切に教育された人）が余っている（と思われてい

る）ことについての強い不満がうずまいていること

によって，動揺の激しかった時期である。教育の主要

な再編成が1900年と1902年の間にドイツとフランス

で着手され，高等教育における断固とした再編が新

世紀の到来に際して効力を発揮した。ヨーロッパ大

陸の２つの主要な教育システムの徹底的な構造変革

は，おおむね1910年に完了した。

　この重大な時期の変化を記述する１つの方法は，

この改革が，中等・高等教育を高度産業社会の職

業システムと緊密に相互作用できるものにしたとい

うことを指摘することである。第１に教育システム

に含まれたのは，新しくて名の通っていないような

組織やカリキュラムであった。それらは現代的，技術

的，応用的であり，したがって，経済的，技術的発展

に寄与する潜在的に実り多いものと思われた。主に

職業システムの側に影響を与えたのは，過去の産業

の先駆者よりも教養があって，なおかつ，おそらくは

貿易と産業にいっそう関係が深くなった広範囲にわ

たるより新しい職業であった。19世紀後半にこのよ

うにして始まった部分的かつ産業部門ごとに行われ

た教育システムと職業システムの集中は，現代的な

学問と一般教育の概念を持った組織を生みだし，周

期的に起こる危機を経験しながら現在の状態にまで

続いてきた。私たちの現在の問題は，いまだに教育お

よび職業のシステムの間の融合を理解する必要性に

よって明らかにされるのである。（Ringer 1992）

　今世紀の合衆国 において大学の学部カリキュラム

が発展したときの背景とは対照的な現在の状態を直

視すれば，学部教育の今の問題を良く理解し，そして

その改革や発展をめざした戦略を評価することがで

きるようになろう。

　20世紀初めのアメリカの高等教育への挑戦は，新

しい学生からの急速に増加する要求と高等教育の資

源を新しい国家的国際的な体制に適用する必要性を

処理することであった。新しい学生たちは，その背景

と野心において前の時期の伝統的な学生達とは異

なっていた。カリキュラムはこの新しい学生のニー

ズと新しい社会のニーズに答える必要があった。１

つの反応は，Irving Babbitt の 1908年の業績「文学と

アメリカの大学」を反映した古典的な伝統や文化の

動向をもとにして人文学研究者の手法により発展し

た1920，1930年代の新しい一般教育の動きであった。

２つ目の反応は，革新的教育の動きとJohn Dewey の

実用主義哲学からからきた道具主義者の手法から生

じた。

　両大戦間に３つの新制度が出現した。コロンビア

大学 Nicholas Butler 総長による一般教育の人文学プロ

グラム，現代文明プログラム，Glenn Frank総長がア

マースト からウィスコンシン大学へ Alexander

Meiklejohn を連れて移った時に設立された実験大学

(Experimental College)，  そしてRobert Maynard Hutchins

がシカゴ大学 において確立したGreat Books Program

である。合衆国が 第一次世界大戦に参戦したとき，

陸軍省 (War Department) はコロンビア大学に学生陸軍
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訓練センター (Student Army Training Corps Centers) で

教えることになる戦争問題 コース (War Issues Course)

を開発するよう依頼した。その目的は，訓練中の士官

に戦争の背景と意味を理解させ，戦争のもとになっ

ている複雑な関係の処理を助けることであった。Carol

Gruber は 1919年にコロンビア で実施されたGeneral

Honors（Great Books）と現代文明コースの起源を述べ

ている。

　コロンビアにおける現代文明コースに必要とさ

れる導入部は，戦争問題コースとカリキュラム改

革の間の関係を明瞭に説明している。コースの主

任で主にそのシラバスを準備することに責任が

あった Woodbridge 学部長 は，コースの進行中に

このコースが「今日の青年期の間の教養教育」の

有望な基礎だと考えられ始めていることを示唆し

た。古典教育の崩壊によってもたらされた思想と

基準の混乱に直面して，彼は，戦争問題コースが

「その世代に常識的な背景と，一般に理解しうる標

準的な判断力を与える自由主義の力を教育に導入

する機会」を与えるように思われると述べた。歴

史，経済，政治，哲学の学科のメンバーが申し出

た現代文明に必要とされるコースが，1919年秋に

コロンビアにおいて導入された。その目的は西洋

文明史の背景を概観すること，そして学生に現在

の世界の問題を知らせることであった。急進主義

に対する盾としてのこのような教育の振興は，愛

国的な戦争問題コースとしてその本性を表してし

まった。創設者Herbert Hawkes学部長は，これは

大学生を「品位があり健全である政府に反対する

輩の議論と対抗」させ，「民主主義のために安全な

市民」にすることにより「我々の社会での破壊的

な要素」を静かにさせるものであると述べた。

（Gruber 1976）

　現代文明プログラム (Contemporary Civilization

Program) を構成するコースは，合衆国の近代的高等

教育の歴史のなかで最も影響力を持ち広く真似され

た２つの一般教育コースとなった。

　ウィスコンシン の Meikeljohn の実験大学 (Exper-

imental College) は，最初の２年間の学習のために共通

の首尾一貫したカリキュラムを提供した。２つの異

なった文化，古代アテネと現代アメリカについての

学習がコースを構成しており，これによって学生た

ちがギリシャの心，労働におけるギリシャの知性の

感覚，その真中で学生が生きてきた現代アメリカの

心に親しめるようにさせた。シカゴにおいて，

Hutchinsは２つの主要な改革を指導した。１番目は構

造的なもので，４年間の通常のカリキュラムを持っ

た高校で２年目を完了した学生を受け入れる独立し

た４年制単科大学であった。２番目の改革は一般教

育コースで，「西洋世界の最も素晴らしい本から成り

立っている学習コースと，人間の理性のプロセスの

最も良い例としての数学ならびに読み書き考え話す

技術」になるはずであった。

　人文学者による新しい一般教育は，教養ある人の

ための重要な知識として歴史と文学を書き直した。

そして皮肉かつ保守的なことに，Hutchinsの見解は西

洋文明の歴史を扱った素晴らしい本や教科書を融合

させた。彼は，その著書「素晴らしい会話 (The Great

Conversation)」のなかでこう述べている。

　西洋の理想は会話それ自身にあり，それ以外の

なにものにもない。西洋文明とはそれらの本を意

味する，と言うのは言い過ぎであろう……。しか

し，それらの本が文明社会を表現できているとい

う程度のことは言える。西洋文明の思想はここに

ある。これらの本は，我々の社会と我々自身を理

解するための手段である。それを知らなくても

我々を支配している偉大な理想を含んでいる。

我々の伝統には比肩しうる類似の宝庫はない。

（Hutchins 1955）

　失われた学部カリキュラムの黄金時代に郷愁を

持っている人々を鼓舞しているのは，このような

Hutchinsの信念である。さらに重要なことに，Hutchins

は，Edward Saidが明らかにした見解を説明している

ことである。彼によると，西洋のものの考え方に対す

る東洋文化の人文科学的貢献は，偉大かもしれない

が外国の教科書にもとづいて他の文明を定義するよ

うなものだというのである。

　もう一つの動きは，人文科学のプログラムと並行

して，Deweyのプラグマティズム，道具主義 および

民主的な社会のための教育の基礎をなしているイデ

オロギーの影響を反映していた。Deweyにとって教

育の最終的な目的は，個人の成長のための継続的な

力であった。すなわち，ただ経験だけが成長可能な状

態をもたらすことができるゆえに，個人の経験を継
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続的に拡大させることが目的になる。経験は同じく

教育の手段である。なぜなら，問題を解くという経験

は，成長のしかた，将来の成長ための新しい状態の作

り方そのものだからである。こういう考えから，進歩

主義者と道具主義者は，非常に個人的な教育へのア

プローチのしかたを考え出した。このような教育の

方法は，社会的反映を基礎としていた──問題を定

義し，データを集積・分析して，忠告やアイデアを提

案し推考し，それによって導かれる結論や判定を検

証し，実験的な応用を行う。

　評論家たちの言に反して，Deweyと彼の追従者は，

方法を持っていないだけではなく主題をも持ってい

なかった。他との違いは，どちらかと言えばいっそう

伝統的なカリキュラムの中にこそあった。このよう

なカリキュラムでは，教育主題である歴史であれ化

学であれ何であれ，学生が直接経験できることの外

にあった。そうしたものを選択し，組織化し，学生た

ちの将来のためにと大人たちが教えた。活動として

の教育は，受動的な学生の上に働きかけるのである。

道具主義者にとっては，教育主題は学生が当面関心

を持っている問題を解くのを助けるための入手可能

な資源の１つなのである。既存の知識は，現在を理解

して未来を創り出す手段になる。ある命題がこのよ

うな仮定から導かれる。一般教育は直接の体験を通

じて教育と深く関わっている。一般教育は過去より

もむしろ現在と未来に関係している。一般教育は現

在進行形の生涯教育である。

　一方，このパラダイムの主要な側面には以下のよ

うな道具主義者の見解が反映されている。すなわち，

文化適応する移民が（この人たちは西洋的伝統の基

礎的理解の機会が奪われているように思われる住民

なのだが），民主主義を推進するために欠くことがで

きない世界および英語の文学，西洋文明，合衆国史，

を継続して勉強しようとしていたという継続教育の

問題である。第二次世界大戦とその余波は一般教育

の革新的概念のバランスを崩そうとした。Deweyの

教育の追従者にとって，民主的社会とは民主主義を

主に手続きとしてとらえる考え方そのものであり，

共同体において個人が問題を解いてその文化を作る

１つの方法であったと論じることができよう。彼ら

にとって，一般教育はこの手続きの継続を保証する

１つの手段であった。1940年代と1950年代に，大恐

慌の記憶，戦争の経験，冷戦とそれにともなう反共産

主義のイデオロギーなどにより，民主主義とは手続

きではなく制度であり，そしてその制度の保護が教

育の最終目標になった。

　戦後のカリキュラム作りで最もよく知られている

思い切った事業は，疑いもなくハーバード の政治的

に活発な学長 James Bryan Conant によって選ばれた

12 人のシニア・ファカルティーからなる委員会で

あった。自由社会での一般教育を発展させる責任を

負って，この委員会は1945年にHarvard Redbook とし

て知られている報告書を作成した。Frederick Rudolph

（カリキュラム1977年）がこの報告について以下のよ

うに述べている。

　画期的な文書，Harvard Redbook は，（Eliot総長

が自由選択システムを制定した時に）抜け落ちて

しまったカリキュラムをある程度の質と価値にま

で戻す努力であった。国内最高の大学の一部を，

今世紀なかばのアメリカの社会的政治的な力と対

決させ，個人の興味と才能の正当性を認識すると

同時に，一般学習の共通の絆を確立するカリキュ

ラムによって，自由主義の伝統を維持する処方箋

を書く努力を表現していた。

　この努力において，ハーバードの委員会の側には

甚だしい皮肉がある。アメリカの民主主義と社会の

安定性は，政治的権力が少数の教養がある人たちか

ら無知な大衆に移行することによって脅かされてい

る，とハーバードはある程度警告していた。この報告

書はその解決策として首尾一貫した一般教育プログ

ラムを提案した。プログラムは，人文科学，社会科学

と自然科学の３つのコアコースの開発を必要とした。

人文科学のコアはコロンビアのCivilization コースの

改作であるはずであった。ハーバードの学部は決し

てこのプログラムを実施しなかった。ハーバード は

均等履修モデルに移ったのである。

　他の大学，特にハーバードがこのプログラムに

よって誘導しようと意図した公立大学は，ハーバー

ドの一般教育に対する独自のカフェテリア（セルフ

サービス）的アプローチをまねるほうがより容易で

あることを発見し，均等履修モデルを模倣した。コロ

ンビアのコアコースモデルの方は，めったに模倣さ

れなかった。しかしこのような侵食は，その後数年以

内に収まった。若干のプログラムが生き残ることが

でき，周期的に若干の機関が一般教育に合わせた目

標を達成するよう努力する間に，戦後の主要な傾向
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は，専門化， 部門化 ，研究重視の流れの力に従った。

この傾向は，さらに連邦予算の注入によって燃料を

供給されて大学の圧倒的な特徴となった。一般教養

大学（Liberal arts college）は多くの場合これらの力に

抵抗することができたが，入学者数を増やして急速

な膨張に直面していた公立大学はできなかった。研

究大学モデルを模倣する競争と，アカデミックな職

業における出世第一主義の増大は，1950年代以来ア

メリカの高等教育を特徴づけた。1968年以後の大変

動とベトナム戦争時代の抗議さえ，高等教育のカリ

キュラムの構造には影響を与えなかった。女性研究

と黒人研究という最も明白な新機軸のうちの２つの

カリキュラムが，学科システムと均等履修モデルに

組み込まれた。

　総合大学と単科大学に関する問題については繰り

返し発言があった。Rudolphはこう指摘した。「学習

の幅，主専攻領域の拡散，および一般教育の問題は，

新しい学長，野心的な学部長，名ばかりの見せかけだ

けで教養教育の考え方を支援した同僚たちにより特

別なカリキュラム委員会に任命された善意ある人文

学者にとって虎の巻であった。見せかけが学科や専

門科目の利害と衝突した時には，非常にまれに一般

教育が専門科目に勝った。」（Rudolph 1977）それまで

教育の価値とは何であるか，均等履修の目的が何で

あるかについて意見の一致がなかったので，均等履

修モデルによって教師は一種の公然たるアカデミズ

ムの欺瞞に巻き込まれた。一般に私たちは，学生たち

になぜそう要求しているか，ということについて確

信を持っていない。自由選択と幅広い学習の名のも

とに，学生たちに，せいぜいのところ共通の必須条件

と履修順序でうまく形をつけた科目表の中から１

セット選択するよう要求するが，それだけでは答と

して十分ではない。カリキュラムの構造を防衛する

ため，私たち自身の鏡である大学の教師になろうと

する学生たち，私たち自身の経歴，専門分野を支える

カリキュラム固有の論理を引き合いに出す。けれど

も私たちの目的はただ未来の学者と教師を育て上げ

ることだけではない。実際そういう人たちは学部教

育を受ける者のなかでは少数派である。均等履修モ

デルが達成したものは，一般教育を非重要科目へと

縮小させたことと，19世紀後半にすでに最後の重要

な発展を遂げてしまった歴史的な研究部門を引き続

き再生産したことである。

　均等履修モデルは，財政的には損害を与え，学問的

にも怪しくなるところまでコース提供の数と学生の

選択肢を急増させた。私たちは今，官僚的でアカデ

ミックな一種のカリキュラム構造に直面している。

この構造は，専門分化の極限段階を反映して，学生が

知的生活の活力にあふれた重要な次元に出会ったり，

さまざまな分野をまたがった討論に遭遇することを

妨げている。私は，Gerald Graffの最近の本「文化戦

争を越えて」が非常に有益であることを見出した。こ

の本は，我々の現在のカリキュラムにおけるこの問

題を明瞭に表現している。Graff は指摘している。

　論争が知的な組織の生命と精神に関するもので

あるかぎり，それを避けたり覆いかくしたりする

ことは，カリキュラムにとって有害な結果をもた

らすだろう。カリキュラムは，課題や，広い見地

や，コース同士を結びつける手段なしに放置され

たので，それ自身もっとも緊急を要する不適合に

直面することになった。絶え間ない知的な論議の

中心になる代わりに，大学は，教室の知的な強さ

とキャンパスの社会生活とのあいだに深い 断絶を

作って，知的な生活を授業時間の中に閉じこめて

しまった。問題は，それら自身にある官僚的分野

の存在ではなく，そのような分野をカバーすべき

だという考えでさえない。むしろ，それらの間の

対話を開く可能性を持った接続の原理を発展させ

ることに失敗したということが問題なのである。

　

　組織が分野をカバーするという原則を持つことの

利点は，それにより事実上学科とカリキュラムに自

己管理をさせることができるということであった。

ひとたびある分野の一定の範囲に教師が配置され，

コースがそれ相応に設定され割り当てられると，人

文科学と（自然）科学の目的，異なる時代，方法論お

よび価値の関係について表面化したより大きな疑問

がいちおう自分自身で扱われるようになった。この

ような疑問はコースのあちこちで生じていたかもし

れないが，まとまってそれらを討論する必要はな

かったし，そうする場もなかった。学科の縄張り争い

で 隠されていたが……些細とはいえない知識の性質

とその近代社会における位置について一連の対立が

存在した。最も重要な知識は科学的なものか，人文学

的なものか，あるいある程度その両方か？これらの

用語は何を意味しているか，そしてそれらの関係は

何か？ 増大する知識の専門化は良いのか，悪いの



-53-

高等教育ジャーナル（北大），第３号 （1998）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   J. Higher Education (Hokkaido Univ.), No.3 (1998)

か？ 1800年を境とする前と後の世界のしばしばひど

く対立する主張や権利を，どのように仕分けるべき

か？ 科学や芸術や批評についての社会機能はどう

なっているか？

　大学は，このような大問題について相いれない答

えを多数もっていたが，それに関わることはしな

かった。そして，ファカルティーとコースとの関係を

構成している対立をこのように回避したことは，カ

リキュラムにおいても再現され，結局そのつけが学

生に回された。学生たちは，分野分割のもとになって

いてかなりの程度それを定義している（分野間の）争

いと協調に気づくことを期待されずに，研究分野の

サンプル抽出を行ったのである。

　アメリカの高等教育の現在の状態は，（特に一般教

育に関連して）今どうなっているのだろうか？ ここ

で私が述べた短い歴史的概観は非常に風変わりであ

り，数多くの側面と発展を見落としている。同様に，

現状の輪郭を描こうとするどんな試みも部分的であ

ることを避けられず，私自身の見方を反映するもの

になろう。確かにこの話題について利用可能な文献

は膨大である。今日私たちは，たいていの場合整理さ

れていない選択科目の寄せ集めや，これ以上ないと

いうくらい少ない必須コース，集中された主専攻分

野からなる学部教育の無定形さに狼狽している。私

たちのうちの誰かがこの状態を正し，一種のコアカ

リキュラムの形を復活させることによって教育の質

を取り戻すことだろう。これは確かに質の揃った学

生のいる一般教養大学のひとつの選択ではある。け

れども近未来社会の要請は，大多数の教育機関，特に

公立の機関に，非常に多様なカリキュラムを期待し

ている多くの学生顧客にサービスするよう要求して

いる。ファカルティーに，カリキュラムを決定すると

いうことの責任の重さを強調しなくてはならないが，

しかしその決定に際しては，学生の年齢，経済的背

景，人種，性別，産業と労働と政府からの要請などの

多様性を社会の決定要素として認識しなくてはなら

ない。これらの必須の要件は，ひとつの固定したカリ

キュラムではなく，多様な選択可能なカリキュラム

を必要とするであろう──それぞれが，学生の教育

目的と生活上必要なことに矛盾なく関係する一方，

それと同じくらい教育の質と厳しい評価基準のため

の知的義務に応えていなければならない。行うより

言うがやすしという，よくあるケースである。

　第二次世界大戦前夜に，人文学者と道具主義者に

よる計画が，（両者のあいだの，また両者の中の相違

にもかかわらず），Gary Millerがアメリカの高等教育

の一般教育のパラダイムと表現したものを産みだし

ていた。彼は，教育と民主主義の間には直接の関係が

あり，一般教育は現代の民主的な社会の共同体と個

人の関係を発達させることに関係しているという最

も基本的な仮定が信念となりうることを見出した。

　多文化的教育を用意し，人間の多様性を扱うこと

が必要だということについては，ますます勢いを増

すコンセンサスがある。これまで果たせなかった

種々のグループの興味・利害に応えるために高等教

育が呼び出される，という私たちの国民的経験にお

ける基本的な要素でありつづけた必要性に対するコ

ンセンサスである。加えるに，私たちは，変化する社

会，環境，政治，国際的現実を理解し分析しそれに対

応するために教養ある一般市民に要求される知識と

技能を供給する努力を維持する必要性を理解してい

る。一般教育，教養教育，あるいは専門科目教育の問

題に関するすべての議論と行動を動かしているのは，

抽象的な理想を実現する衝動とその派生的な戦略で

はなく，（私たちが努力しているものが教育的に何で

あるとしても）ある特定の目的である。一般教育のた

めであれ，専門教育のためであれ，あるいは主専攻科

目のためであれ，アカデミックな必須要件とは，また

アカデミックな必須要件のセットとは何であるか？

　ファカルティーが全体として，自分たちの専門分

野において，自分たちの組織の文脈の中で誠実にこ

の疑問に取り組めば，進歩と改良は可能であろう。

　教養教育が，この世紀の終わりの状況とニーズに

どのように適合するかをいろいろ思索する前に，私

たちは合衆国での高等教育が今どこにいるかをはっ

きりさせなければならない。1 ) 私たちの教育機関は

巨大で，不規則に広がっており，著しく多彩であり，

ひどく分散化してる，公立と私立，非宗教性と宗教

性，単一目的と多目的な，あらゆるサイズの学校を含

むので，私たちは本当は高等教育の「システム」を

持っていないことになる。2 ) 実際に高等教育に参加

している学生の数（また該当年齢集団中の比率）は，

──合衆国だけではなく，世界的にも──前例がな

い率で増加した 。非伝統的な（パートタイムおよび

成人の）学生の数が増加したので，学生の平均年齢が

急激に上昇したことも同じく指摘できる。3 ) 全国的

に，学生集団は宗教，社会階層，性，年齢，人種に関

して極めて多様である。4 ) 増大する批判の対象とは
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なっているが，高等教育はこれらの発展過程におけ

るショックに対しては非常に効果的であり，各機関

はいろいろな組織的・教育的な努力を傾けて対応し

てきた。5 ) 合衆国の高等教育の転換において認識さ

れていない主な要素は，知識爆発であった──すな

わち，カリキュラム計画と研究プログラムでカバー

されるべきすべての分野における新知識の量と範囲

の指数関数的増加であった。

　急速に膨張している知識の量は，それでなくても

問題を起こすのに十分である。しかし私たちは，新し

い知識への知的な挑戦にうまく対処するために大学

の構造を再編成するということにおいて無能力であ

るために，このような知識の膨張は事態をいっそう

難しくする。学科や学校の構造は，19世紀後半と20

世紀前半に支配的であった知識の社会学を基礎とし

た学問分野を密かに書き直してしまう。伝統的な学

問は，分析的，方法論的な力を持ち続けているが，も

はや現在の多くの研究にとって組織化のための原則

とはなりえない。同様に，もはや学部学生を新しい知

識の興奮に引き込むことに対して最も重要な思考部

分を形成しない。

　アメリカ社会における新しい多元的共存は，知識

の拡大と知識の分類学を再編成する必要性について

相互作用する。私たちは今，すべての分野，特に人文

科学と社会科学の分野で，知識の世界的な環境に気

づいている。ヨーロッパや北アメリカの状況に完全

に排他的に焦点を合わせることは，学生と教官の要

求から見ても，知的な厳密性から考えても，今日では

不可能である。世界はより小さく，私たちの世界的な

理解の必要性はより大きい。次の世紀においてもシ

ンプルで一般的な解決方法はないだろう。それぞれ

の組織はそれぞれの状況にふさわしいプログラムを

考えださなければならないが，それは継続的に生起

する複雑な変化を認識し，私たちにカリキュラムと

組織構造の両方の変革を要求する。

　Toombs 教授と Tierney 教授 (Curricular Trans-

formation，1991) はカリキュラム改革の３つの異なっ

たアプローチを挙げている。すなわち修正と統合と

転換である。最初の「修正」は，既存の学問と専門分

野について新しい知識と技術と訓練を適合させる長

くよく知られたアプローチである。この方法は，常に

財源の増大を必要とし，おのずから経費がかかるこ

とになるので，それ自体衰弱しつつある。高等教育の

ための資金調達の現状は，このような改革方式を非

常に困難なものにしている。２番目の「統合」は，健

全な要求に対してカリキュラムを通じて統一された

知識，長期的な視野に立つ学習，学問どうしの結合を

学生に用意する。統合的アプローチは，若干の分野の

カリキュラムではより整合性のある教育を提供して

はいるが， そのインパクトは部分的であり，ときどき

かろうじて学際的なプログラムを作ってはなんとか

存在し続けているに過ぎない。このような学際的な

プログラムは，３番目の改革方式が用いられるなら，

いっそう重要なカリキュラム上の役割を演ずること

ができる。３番目のアプローチである「転換」も，「修

正」と「統合」の持つ要素を含んでいる。しかし，カ

リキュラムがうまく対処しなくてはならない新しい

問題があるということ，またこのような問題の多く

がまだ完全には定義されないということについては，

人によって認識のズレがある。現在の私たちの状況

では，男女同等，人種平等 ，グローバリズム，多文

化主義，倫理などには，環境，健康，教育政策と同じ

ように大きな重要性がある。社会との協力は，適切に

教育を提示するために必要であり，地域へのサービ

ス学習のような活動を通してカリキュラムの重要な

要素となるべきである。このような問題とこのよう

な機会は２つ合わせて人々に疑問をなげかけるもの

であり，また現在の学問分野と専門化された教育プ

ログラムが部分的にしか関与していない緊急の需要

を提起するものである。

　もし「転換」がカリキュラムのために最も効率的な

タイプの変更であるなら，何が変えられるべきかに

ついての概念が必要である。「カリキュラム」という

用語は正しい標識ではあるが，一方ではいろいろな

意味を伴うはっきりしない言葉である。カリキュラ

ムがどうあるべきかという分析に有用な定義が

ToombsとTierneyにより与えられている。「カリキュ

ラムは，専門的な知識を考慮に入れて，社会の期待と

学生の必要性という状況のもとで，教官によって取

り決められる意図的な学習デザインである」（ Toombs

と Tierney 1991）。この定義は，留意すべき不可欠な

要素を含んでいる。カリキュラムは，教えられるべき

しっかりした知識を意味するだけではなく，授業や

順序やプログラムや専攻などについての正式の取り

決めでもあるべきである。さらにこの見方は，正しく

以下のことを強調している。カリキュラムは教官に

よって組み立てられるべきである。カリキュラムは

高等教育の歴史とより多くの経験の両方を反映して
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いなくてはならない。しかしカリキュラムは，その特

定の組織において，そこの学生のために，そこにしか

いないファカルティーによって構築されたものとし

て必然的になる。

　私はポートランド州において，最初に一般教育の

分野で私たちが何をしたかについて述べたい。私た

ちの経験が，アメリカの高等教育で起きている変化

の型の具体的な事例の紹介となることを希望する。

しかし，同時に私たちの計画が，特に私たちの学生

と，公立の都市研究大学としての私たちの組織の使

命とに関係があることを強調しておきたい。

　私たちがカリキュラムの変化の過程のどこにいる

か，そしてどのように進んだらよいかを明らかにす

るために，最近の数十年間にわたる高等教育の発展

を見渡す視野の中で整理し，この観点で私たちの行

動を振り返ることは有益であろう。最近の研究の多

くからはっきりしたことは，私たちの学部カリキュ

ラムは一般教育，教養教育，専門教育という３つの主

要な要素で発展したということである。それぞれの

要素はそれ自身特定の起源と一定の歴史を持ってお

り，他の２者と関係をもちながら転換を経験した。あ

るときは，それぞれの要素を明確に定義しそれらを

区別する試みがなされ，あるときはそれらを統合す

る試みがなされた。教養教育の概念と一般教育の概

念の間には重要な区別があるし，それぞれの起源は

非常に異なるけれども， 第二次世界大戦後の傾向は，

１つのカリキュラムの目的と到達点にもう１つのカ

リキュラムの方法と手段を組み合わせて，１つのカ

リキュラムに統合することである。２つの要素の基

礎をなしている仮定が異なっているので，このよう

な混合物はしばしば機能しない。まさにこの問題こ

そ，学部教育に関する現在の多くの論議の中心であ

る。一般教育の性質と歴史について入手可能な完全

な分析である Gary Miller 教授の「The Meaning of Gen-

eral Education」のなかで，一般教育はその発端から次

のように意図されたことが指摘されている。

　……一般教育とは，自覚的に開発され維持され

ている包括的なプログラムで，個々の学生に次の

ことを身につけさせる。調べる態度，問題解決の

技能，民主的な社会と結び付いた個人とコミュニ

ティの価値などである。さらに，学生が生涯にわ

たる学習過程を維持するために，これらの態度，

技能と価値を応用するために必要な知識，自己完

結した個人として民主主義の手続きを通して変化

することを約束された社会の全面的な参加者とし

ての機能などである。こうして一般教育は以下の

ように特徴づけられる。包括的な視野，学生と社

会に直接関連した特殊で現実的な問題の強調，お

よび将来の必要性。また教育の目的と同様に，教

育における方法と手順に民主的な原則を応用する

こと。（Miller 1988）

　我々が最近制定したプログラムの基礎には上のよ

うな一般教育の概念がある。

PSU の大学学習プログラム

　ポートランド州立大学は，現在の均等履修方式と

はかなり異なった一般教育プログラムを採用した。

University Studies は現代の学生にいっそう首尾一貫し

て結合力のある学習を提供し，最終的には生涯学習

し続ける態度と技能を身につけた卒業生を生み出す

ことを目指す。学部生としての学習経験を全面的に

拡大させることのほかに，研究に基礎を置いたプロ

グラムを計画した。

･共同作業能力を身につけさせ，学生にチームワーク

の経験を提供する

･この大学の低い在学率と卒業率に取り組む

･中・高等学校およびコミュニティー・カレッジとの

調整を築く

･必修のコミュニティー学習の経験を通して，コミュ

ニティーとの関係を格段に改善する

　一般教育分野における私たちの研究と論議によっ

て，ポートランド州の学生が特に必要とすることに

応えるプログラムのためのいくつかのポイントが明

らかになった。

･チーム教育

･学際的なプログラムとコースのクラスター

･コース中のアカデミックなスキルの統合

･カリキュラム全体に多様性と多文化的課題を含ませ

ること

･学生の社会奉仕と社会学習

･学生─学生および教官－学生間の相互作用の強化
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　４つの教育目標を強調することにより，以下の４

つの要素がプログラム中のすべてのコースに共通に

存在することが期待される。

･コミュニケーション

･多様性と多文化主義

･調査と批判的な考え

･倫理上の問題と社会的責任

　初年度においてすべての学生は‘Freshman Inquiry’

というタイトルの１年間のコースをとる。学生は５

つの異なったトピックの中から選択できる。Freshman

Inquiryは，学際的なチームを作って働いている教師

が教えるコースをいくつか束ねた対話型テーマの一

般教育プログラムから始まる。授業はコースの内容

についてのグループ討論と講義からなり，学生は授

業で与えられた課題を基礎にした議論をする。この

ようにして，学生は思考によって挑戦しそれを拡大

する機会が与えられる。Mentored（良指導者）Inquiry

セクションは，学生指導者 (Peer Mentors) が指揮して，

１週間に２度集まる。Mentor セクションでは，学生

は授業の課題に共同して取り組むために，基本的な

コンピュータ技能や，研究と著述の高度な技能と技

術を学ぶ。

　２年目に学生は，３つの Sophmore Inquiry コースを

とって主専攻とは異なる補足的なトピックを勉強す

る機会を与えられる。それぞれの Sophmore Inquiry

コースが上部コースのクラスターへの出口となる。

　学生は３年目に，Sophmore Inquiry のそれぞれの主

題を拡張している上級コースのクラスターの１つを

選んで，それを深く追求する。これらの主題はやはり

学生の主専攻の外にあるものである。

　４年目の学生は，教師が指導する学際的な学生

チームから成るCapstone Experienceを選択し，地域に

密着したプロジェクトを行う。その趣旨は，学生に大

都市のコミュニティから生じる問題に自分たちの技

能を応用する機会を与え，チームで問題を解決する

経験を与えることにある。このような要求は，すべて

のポートランド州立大学の卒業生に，学部教育の一

部として少なくとも１つの地域に密着した学習の経

験を持たせることを意味する。これは我が大学に

とって重要な改革である。ポートランド州立大学は

毎年およそ1,900 の学士号を与える。つまり，毎年

2,000人以上の学生が250の異なった Capstone プロ

ジェクトに参加していることになる。これは大きな

事業であって，都市型大学としての使命を果たすと

いうこの大学の責任を反映している。

　すべてのポートランド州立大学卒業生に要求され

るSenior Capstone の３つの主な目的は以下の通りで

ある。

･学生が主専攻で学んだ専門的知識を現実の主題と問

題に適用する機会を与える

･学生に，専門の異なった領域の人々と一緒に協力す

ることが必要なチームの中で働くという経験をさせ

る

･学生が積極的にこのコミュニティに関係する機会を

与える

　ファカルティーの一部はこの一般教育プログラム

に関して次のような疑問をなげかけている。妥当な

配慮ではあるが，一般教育と教養教育のそれぞれの

明瞭な目的について混乱がみられると。例えば，学部

教育が数学，基礎科学，外国語，歴史，あるいは哲学

のコースを含むべきかどうかという問題を取り上げ

ることは重要である。これらは教養教育の問題とし

ては適切である。しかし，これらは一般教育の到達目

標を達成するよう作られたコースではない。私たち

は，国中の他の組織と同様，この区別を認識するよう

になった。教師として，学生が教養教育の目標を達す

る，あるいは主専攻分野の理解を拡げることを助け

るために，主専攻のほかにどのコースを選ぶべきか

を決定する必要がある。これは，学生に選択として選

べる授業の利用の仕方について，もっと多くの指示

を出さなければならないということである。

　一例として，このプログラムにおいて学生がたど

る経路を追ってみよう。法学部志望，医学部志望，あ

るいは工学部の学生にどのFreshman Inquiry コースを

選ぶべきかアドバイスするとしよう。例えば，「互い

に相反する価値について：知識，力と政治」をとると

する。そうするとこのあとは３つの Sophmore Inquiry

コース，例えば，「社会における職業」，「環境の維持

能力」， 「自由，プライバシーと技術」を選択するこ

とになる。これらの出口コースの１つからさらに上

部のクラスター，例えば，「環境の理解（生物学）」，「環

境の化学」，「環境デザインの基本」を選択する。最終

的に彼らは「都市と環境」のような Capstone を選択

することになる。異なったトピックを選択すれば，特
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定の職業のコース，例えばヘルスケア，法律，工学，

あるいは職業倫理のコースや職業の社会主義化の

コースを選択することになるかもしれない。このあ

とに Capstone コースが続くことになる。大学学習プ

ログラム (University Studies Program) のいっそうくわ

しい記述のために，私は学生が選択可能なコースの

範囲を示した材料を用意した。

　結論として，私たちはカリキュラム改革において

いま６つの展開が生起しつつあることを確認できる。

･多文化主義とグローバリズム

･価値とサービスと地域に密着した学習に対するより

大きな強調

･学習と調査としての教育

･共同学習と学部生レベルにおける研究

･基本的な知識領域の獲得としての教養教育の明確化

･生涯学習のための技能と能力の獲得としての一般教

育の明確化

　私たちは合衆国におけるこれらの展開に対する多

数の反応に注目している。私たちの大学の例が一般

教育の新しい方向を指し示していることを希望する。
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