


 

 

 
ALPS ブックレット シリーズ  vol.1 

 

 

 

 

  教育・学修支援専門職の確立に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

                       千葉大学アカデミック・リンク・センター 

（教育関係共同利用拠点（教職員の組織的な研修等の共同利用拠点《教育・学修支援専門職養成》)） 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

千葉大学ALPSプログラム キックオフシンポジウム 

教育・学修支援専門職の確立に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2015年12月7日（月）13：30～16：30 

会場：千葉大学アカデミック・リンク・センター 

I棟1階コンテンツスタジオ 

 

 

 

 

 



 

 

目次 

はしがき 

 

千葉大学ALPSプログラム キックオフシンポジウム 

「教育・学修支援専門職の確立に向けて」 

 

 挨拶  徳久剛史 （千葉大学 学長）―――――――――――――――――― 2 

 

 挨拶  辻邦章（文部科学省 高等教育局大学振興課大学改革推進室専門官）―― 3 

 

趣旨説明 竹内比呂也（千葉大学 副学長，アカデミック・リンク・センター）― 4 

 

 講演 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 

  「大学職員の専門的力量の向上と教学運営参画 

      －中教審・大学教育部会での議論も踏まえて」 

         篠田道夫（桜美林大学 教授，日本福祉大学学園参与） 

 

 講演「教育活動の組織化と分業̶－教育・学修支援専門職の可能性」 ――――― 20 

     羽田貴史（東北大学 高度教養教育・学生支援機構 副機構長） 

                       

 パネルディスカッション   竹内比呂也・篠田道夫・羽田貴史  ―――――― 35 

 

 

 

 

 

 



1 

 

はしがき 

 

千葉大学アカデミック・リンク・センターは、「教育関係共同利用拠点（教職員の

組織的な研修等の共同利用拠点《教育・学修支援専門職養成》)」として2015年7月

に文部科学大臣より認定され、“アカデミック・リンク教育学修支援専門職養成プロ

グラム―Academic Link Professional Staff Development Program for Educational 

Learning Support：ALPSプログラム―”を開始しました。 

 ALPSプログラムは、これからの大学に必要とされる教育・学修を支援する新たな

専門的職員である「教育・学修支援専門職」養成を目的とするものです。現在、日本

の大学教育は、ICT 環境の進展、アクティブ・ラーニングの推進などの新たな課題に

対応し、学生の学修成果の高める「質的転換」が求められています。このような現在

の大学教育改革の現場において求められている新しい大学教育、学生の学修を実現す

るためにアカデミック・リンク・センターが提案する大学の新たな専門職、新たな大

学職員の在り方が「教育・学修支援専門職」です。ALPS プログラムでは、「高度な

実践力」と「体系化された関連知見」と「新しい教育の開発・企画力」を有する教育・

学修支援専門職を養成するために、体系的な研修プログラムを「履修証明プログラム」

として具体化していきます。 

 2015年12月7日、アカデミック・リンク・センターでは、拠点としての活動のス

タートにあたり、キックオフシンポジウム「教育・学修支援専門職の確立に向けて」

を開催しました。当日は110名の参加者をお迎えし、そのうち大学関係者は63大学、

90名を占めており、大学関係者の教育・学修支援専門職に対する高い関心を示してい

ます。 

 ALPSプログラムでは教育改革に貢献するためのセミナーを定期的に開催するなど、

教育・学修支援専門職養成の活動を続けていきます。活動の記録を広く公開するため、

このたび、このようなシリーズの形式にして発行いたします。本書を手に取ってお読

みいただいた皆さまのご意見をお寄せいただければ幸いです。 

   

              千葉大学アカデミック・リンク・センター長 

                               竹内 比呂也 
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挨拶  徳久剛史 （千葉大学 学長） 

 

 ただいまご紹介がありました学長の徳久です。本日はアカデミック・リンク・セン

ターのALPSプログラムのキックオフシンポジウムにおいでいただき、まことにあり

がとうございます。 

 アカデミック・リンク・センターは、本年７月に文部科学大臣より、教職員の組織

的な研修等の共同利用拠点に認定されまして、これからの大学に必要とされる新しい

専門職員、高度な実践力と体系化された専門知識を持った新しい教育の開発企画力を

有する教育・学修支援専門職の確立と養成を行っていきます。この活動は Academic 

Link Professional Staff developmentの頭文字をとって、ALPSプログラムと名づけ

ました。 

 ご存じのように千葉大学は平成 28 年４月から国際教養学部を新設します。グロー

バルな人材育成に対応する、文系と理系が混合した学部となります。教育の特色の一

つに、新しい学修支援スタッフ、SULA（Super University Learning Administrator）

という職員を配置する予定です。この SULA の養成にも今回ご提案している ALPS

プログラムがかなめになってくると思います。今後さまざまな活動を展開していきま

すので、ぜひ、全国の大学職員の皆様に参加していただきたいと考えています。 

 本日のALPSプログラムのキックオフシンポジウムは、文部科学省大学振興課から

辻邦章様、河本達毅様にご挨拶をいただいた後、桜美林大学教授で現在日本福祉大学

学園参与の篠田道夫先生より、「大学職員の専門的力量の向上と教学運営参画―中教

審・大学教育部会での議論も踏まえて」と題して講演していただきます。また引き続

き、東北大学高度教養教育・学生支援機構副機構長の羽田貴史先生より「教育活動の

組織化と分業―教育・学習支援専門職の可能性」と題して、教育・学修支援専門職の

意義や必要性について講演していただきます。 

 その後、パネルディスカッションで、竹内比呂也副学長のもとに「求められる教育・

学修支援専門職のあり方」について意見交換していただくことになっています。これ

から必ず必要とされるポジションになってきますので、会場の皆様にもぜひ活発な討

議への参加をよろしくお願いしたいということで私の挨拶とさせていただきます。本

日はおいでいただきまことにありがとうございます。 
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挨拶  辻邦章（文部科学省 高等教育局大学振興課大学改革推進室専門官）   

 

 本日ここに、教育関係共同利用拠点、千葉大学アカデミック・リンク・センター主

催のALPSプログラムキックオフシンポジウム「教育・学修支援専門職の確立に向け

て」が開催されることを心よりお祝い申し上げます。また、この本シンポジウムの開

催に当たりましてご尽力されました、徳久学長初め千葉大学のアカデミック・リン

ク・センターの皆様に深く敬意を表します。 

 教育関係共同利用拠点の制度は、各大学の有する人的・物的資源の共同利用等の有

効活用を推進することによって、我が国の大学教育全体の多様かつ高度な教育を展開

していくための制度としまして、平成 21 年９月より施行しています。現在 31 大学

52の拠点が文部科学大臣の認定を受けています。その中でもこの千葉大学のアカデミ

ック・リンク・センターは、大学教職員の組織的な研修等の拠点として、我が国では

先駆的な教育・学修支援専門職の確立と人材養成を行い、高等教育全体を牽引する中

心的な役割を担うことが期待されていて、社会全体が注目しています。 

 文部科学省では現在、高大接続改革に取り組んでいますが、学習者本位の教育プロ

グラムの構築の観点から、大学では教員のみならず職員の役割の重要性が高まってい

ます。適切な役割分担により「教職共同」の理念のもと、教育・学修支援専門職の取

り組みが有意義に展開されることを期待して本日は非常に楽しみにしています。 

 最後になりましたが、本シンポジウムのご盛会と取り組みのさらなるご発展並びに

本日ご出席の皆様のますますのご活躍を心より祈念しまして挨拶とさせていただき

ます。本日はよろしくお願いします。 
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趣旨説明  

竹内比呂也 （千葉大学 副学長，アカデミック・リンク・センター長） 

 

 改めましてご挨拶します、千葉大学アカデミック・リンク・センター長の竹内です。

どうぞよろしくお願いします。 

 それではまず趣旨説明ということで、今回我々が提案しようとしている教育・学修

支援専門職といったものはどのようなものか、そして我々がALPSプログラムの中で

何を実現しようとしているかについて私から手短にお話しします。 

 なぜ、我々が教育・学修支援専門職の養成ということを考えたのか、経緯について

お話しします。背景として、高等教育環境の変革があります。このことについては、

以前、徳久学長とも意見交換いたしましたが、高等教育における学修を支える人材の

量的な欠如というのが今日顕在化していると言えるのではないでしょうか。例えばア

メリカなどと比べると、もとより日本の大学はサポートスタッフが非常に少ないとい

うことが以前から言われていて、このサポートスタッフの充実が大変強く求められて

います。 

 また、国立大学法人化以降、効率化係数がかけられて、大学の運営交付金は毎年一

定額が減少してきました。この中で一番大きな影響を受けたのが、教員の数です。定

員削減で毎年教員が何名ずつか減っていく状況が長く続いてきました。その中で特に

カットされてきたのは、シニアな教員よりもむしろジュニアな教員、つまり助教や助

手といった方々であったのではないでしょうか。つまり、ヒエラルキーのよしあしに

ついてはいろいろ議論はありますが、従来の講座制の枠組みの中のもとでは、学生あ

るいは大学院生を育てる役割を大きく担っていた助手あるいは助教という人たちが

だんだん少なくなっていったという現象が、ここ 10 年前後、恐らくどの大学でも共

通してみられるのではないかと考えています。 

 そのような教育に対する人的リソースの減少が、高等教育の環境の中で大きな問題

となっていると考えています。また後ほど、篠田先生からもご言及があるかと思いま

すが、現在、我が国で議論されている高等教育改革をめぐる政策的議論の中では、大

学職員の専門職化が話題になっています。もちろん今まで、理想的には、大学には教

員と職員がいて、これが両輪として大学が運営されていくことが考えられてきました

が、実際のところは必ずしもそうなってはいない大学もあると思います。しかしなが
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ら今日、教育あるいは大学をさまざまな形で改革していくというときに、大学職員の

力は不可欠であり、大学職員が専門職化していくことは重要な動向であると言えます。 

 三つ目に「新しい図書館員プロジェクト」があります。これはアカデミック・リン

ク・センターが 2011 年に活動をスタートさせたときにつくったプロジェクトの一つ

です。私どもが「アカデミック・リンク」という概念で進めてきました教育・学修支

援の活動は、空間とコンテンツと人的支援の三つから成るというキーコンセプトで動

いていまして、その中の最後に挙げた人的支援を実現していくための重要なプロジェ

クトでした。アカデミック・リンクのさまざまな活動とあわせてこの「新しい図書館

員プロジェクト」の活動はやってきましたが、実際に何らかの具体的な成果を出して

大きな成功をおさめたかというと、ほかのものに比べるとそうではなかったと自己評

価しています。 

 しかし、私どもは、これまでのアカデミック・リンクの活動をベースにしながら、

「新しい図書館員」の発展形としてのUniversity Learning Administratorを新たに

提案してきました。これは、アカデミック・リンクにおける中間的専門職と定義して

います。この一つの形が先ほど徳久学長のご挨拶の中にも出てきました、SULAと呼

ばれるSuper University Learning Administratorです。Ｓがつくとどう違うのかと

いうことは今日は言わないことにしますが、学修を支援する専門家のことです。 

 そのような中で我々は教育・学修支援の専門職というものを考えてきました。この

職種は「入試（アドミッション）、履修（カリキュラム）、学位授与（ディプロマ）の

各方針を踏まえて、学習支援（生活支援や学生相談も含む）、キャリア形成、アドミ

ッション、国際（学生派遣、受入）などにかかる能力を備え、大学などにおける教育・

学修支援に関する専門的知識を有する専門的職種である」と定義しました。この教

育・学修支援専門職というのはかなり広い概念で、従来、図書館を中心に行ってきた

学修支援というのはこの中のごく一部分である考えています。 

 また、先ほど言及しましたSULAも、レイトスペシャライゼーションを特色とした

国際教養学部という新しいリベラル・アーツのための学部で展開することになります

ので、その中心的な活動は恐らくアカデミック・アドバイジングと言われる領域にま

ず特化してスタートしていくものであろうと考えています。しかし、より大きなくく

りで我々はこの教育・学修支援の専門職というものを捉えたいと思っています。 

 先ほど言及したいろいろな職種が既に大学の中では存在していて、それがさまざま
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な形で活動しています。そのことについてはもはや何の疑問の余地もありません。そ

して各領域で専門的に仕事をされ、長いキャリアを積み、大変すぐれた実績を上げて

いる専門家が大学の中に既にいらっしゃるというのも事実です。しかし、今日の大学

の状況を見たときに、そのような人材を体系的に育てる、またはそのような方々が持

っている知識を体系化する、あるいはそのような方々が持っているスキルあるいは技

能を言語化して共有することについては十分行われてこなかったのではないか、我々

としてはこのような活動をきちんと行い、言語化し、体系的なSDプログラムとして

提供できないだろうかと考えています。 

 そのときに出てくるのが、コア・コンピテンシーという概念です。例えばカリキュ

ラム、授業運営支援という教務の業務と、海外留学や留学生支援といったような職務

の間にはそれなりの距離があります。あるいは実際に大学で運営する場合には違う部

署がこれを行っているというケースもあります。それぞれお互いに何をやっているか

は知らないということもあるかもしれません。しかし、これらの業務を、あるいは彼

らが使っている知識セットやスキルを見てみると、そこには共通のものが出てくるの

ではないだろうか。我々はその共通の部分こそが、教育・学修支援の専門職における

コア・コンピテンシーであろうと考えています。 

 我々は、ALPSプログラムにおいて、近い将来にSDプログラムや履修証明プログ

ラムのようなもので展開したいと考えている内容はまさにこの教育・学修支援の専門

職のコア・コンピテンシーを養成する、涵養するものと考えています。 

 これを実現するためにどういうことをしようとしているかですが、まず取り組みの

第一として、教育・学修支援専門職に必要な能力ルーブリックの開発を考えています。

現在、この能力ルーブリックを開発するために、私たちのスタッフが学内のさまざま

なスタッフに対して、特に教育・学修支援にかかるさまざまな仕事をやっていく上で、

どのような能力を用い、どのような能力を重視するかという聞き取り調査しています。

我々はそれらをもとに能力ルーブリックを形成し、それをベースとして教育・学修支

援専門職を推進するための実践的SD教育プログラムをつくり、履修証明プログラム

として運営することを考えています。 

 そのような履修証明プログラムで養成された人材が、次の時代を担うリーダーにな

っていくことを考え、アカデミック・リンク・センターはそのような人たちの全国拠

点として情報発信をし、教育・学修支援専門職によるネットワーク形成の推進をして
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いきたいと考えています。 

 そんなに遠くない将来に、私どもが考える実践的なSD教育プログラムを修了した

人が、次に私どものプログラムの講師としてまたここに戻ってきていただく、あるい

は私どものところで勉強した方々が各大学、各地域で講師として教育・学修支援専門

職を養成するというスパイラルを描いていくことが我々にとっての大きな希望であ

り理想形です。 

 我々はこのアカデミック・リンクを2011年にスタートさせ、2012年の3月から現

在皆さんが見ていただいている建物で実際にプログラムの全面的な展開をスタート

させました。この段階で我々は、学生をターゲットとして、学生の学修をいかにサポ

ートできるかということを考え、それをベースとしてさまざまな活動を行ってきたと

言えます。しかし、我々が今回提案しているような、教育・学修支援の専門職を養成

する新しい教育関係共同利用拠点として目指していることは、単なる Learning 

Support Centerから、Teaching and Learning Support Centerへの発展と脱皮とい

うことが言えるのではないかと思っています。 

 もちろんこの教育・学修支援専門職というのは全く新しい概念で、これまでの日本

の大学文化の中に定着しているものではありません。むしろ我々がこれから積極的に

提案し、日本の大学にこれを根づかせていくことが必要な活動ではないかと思ってい

ます。 

 そのような観点から本日、篠田道夫先生と羽田貴史先生にこの教育・学修支援専門

職というものが今後の我が国の大学の中でどのような意味を持っていくのか、そして

どのような機能を果たし得るのかということについて、それぞれのご経験やお立場を

踏まえてご議論いただき、そして皆様方とパネルディスカッションにおいてさまざま

な意見交換をさせていただきたいと考えています。私のイントロダクションは以上で

す。 
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講演1 「大学職員の専門的力量の向上と教学運営参画－中教審・大学教育

部会での議論も踏まえて」 

      篠田 道夫（桜美林大学教授，日本福祉大学学園参与） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 皆さん、こんにちは。ご紹介していただきました篠田です。桜美林大学の大学アド

ミニストレーション研究科というところで職員養成にかかわっていますが、もともと

はもう一つの肩書の日本福祉大学というところで皆さん方と同じように 41 年間職員

をしていました。後半は理事として財務担当、総務担当の形で経営に携わってはいま

したが、一貫して職員の立場で仕事をしてきました。ですから、今日の話はどちらか

というとそういう職員論というよりも、体験的なところを踏まえた話です。また、た

またま今、加わらせていただいている中央教育審議会の大学教育部会というところで

は、職員の位置づけについて大学設置基準を変えていこうという方向で議論が進んで

いますので、その紹介もしながらお話ししたいと思います。 

 レジュメと資料を少し多めに用意させていただきましたので、そちらをもとにお話

をしたいと思います。 
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なぜ中教審で職員の役割が議論になっているか 

 レジュメに書いてある中身が概要です。まずなぜ中教審でそういう職員の役割が議

論になってきたのかということですが、このあたりは学長先生や先ほどの竹内副学長

先生がお話しされたことに関係します。最初の資料は、中教審の資料をそのままコピ

ーして配付しています。最近、中教審で職員の議題は上がってきていませんので、一

番近いのはお配りした 7 月 14 日の資料ですが、ここで最初に職員についての議論の

方向や課題について提示がありました。めくっていただきますと、名簿の反対側のと

ころに「検討の趣旨」と書いてあるページがあります。ちょっと黒くなってしまって

見にくいかもしれません。ここに「大学ガバナンス改革の推進について」の審議のま

とめがあります。直近のところでは、皆さん方も学内規則を改定するということで非

常に参考にしていた審議のまとめだと思います。ここに、職員の問題がなぜ議論にな

っているのかという部分を抜き出していますので、これをごらんになると非常によく

わかるのではないかと思います。 

 学長がリーダーシップを発揮していくためには、大学執行部が自ら各学部・学科の

教育研究の状況を的確に把握して必要な支援を行ったり、具体的な方針を打ち出した

りしていくことが前提となります。そのためには下にあるような専門的職員が求めら

れているということです。ここでは特定の分野についての専門的な職員が書かれてい

ますが、私はやはり学長のリーダーシップを支えていく上で、さらにこれにアドミニ

ストレーターという大学の行政を担っていく専門的な職員が非常に重要になるので

はないかと思います。 

 それから二つ目です。各大学による一層の改革が求められる中で、事務職員が教員

と対等の立場で「教職協働」によって大学運営に参画することが重要だという、私か

ら見ると画期的な表現で定義されています。職員の位置づけを変えるということです。

職員の位置づけを、単に事務を処理するという役割から、いわば教員と一緒になって

大学を動かしていくところまで高めていこうというかなり画期的な定義だと思いま

す。そのために企画力やコミュニケーション力もつけていかなければいけない。そう

いうことを組織的に実行していなかなければいけない、育成していかなければいけな

いということです。 

 その下の丸印のところでも、事務職員の経営参画能力を高めるために、組織的な研

修（SD）をすることが必要である。これも法令で定めていくという形になっていま
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す。 

 最後の丸のところでは、学長のリーダーシップ発揮を支えるための体制というのが

重要で、そのためにいろいろな形で大学設置基準等の法令を変えていく必要があると

いう提起になっています。 

 この全体を見て言えることは、学校教育法が改定されて、学長の権限や教授会の役

割が改めて再構成されて、学長がリーダーシップを発揮できる法的な体制ができたわ

けですが、それだけで学長のリーダーシップが確立できるのかというと必ずしもそう

ではありません。そこにはやはり、職員に力をつけ戦力化させ、役割の飛躍をさせて

味方につけなければ、本当の意味で学長はリーダーシップを強固に発揮できないとい

うところが多分、この審議のまとめの基本的な流れで、実際の運営も恐らくそうでは

ないかと思います。やはり最後は、職員が登場しないと大学改革は進んでいかないと

いう側面が非常にあります。 

 

戦略スタッフとしての職員の登場 

 それから、資料の中に IDE のコピーが何枚目かに入っていると思います。そこに

もう一つの側面、戦略経営人材の育成ということで、「戦略スタッフとしての職員の

登場」と書いています。戦略スタッフとは一体何なのか。先ほどのお話の中でも出ま

したように、大学をめぐる環境というのは激変しています。特にここ10年とか15年、

競争が非常に激化していて、我々のように私学に属している者からすると、定員割れ

の進行あるいは財政の悪化が本当に深刻な問題として出てきています。一方、制度的

には認証評価という評価の仕組みの導入、資金を得るのも非常に競争的になってきて

いますし、一方で全入に近い私学もふえてきています。そういうところも含めて教育

力とか教育の質向上というのが本格的に求められてきています。 

 総じて言うと、入学者をきちんと確保する、そのためにはその前提となる大学の評

価を向上させていかなければいけないのですが、これはなかなか一筋縄ではいきませ

ん。何か一つ努力すれば評価が上がるというものではないので、教育もやり、研究も

やり、社会貢献も一生懸命やるという総体の中でできてくるわけです。 

 これを実現するのは何かというと、私は一つの象徴として中長期計画や中期計画が

あると思います。これは大学のあらゆる分野についての改革になります。そうすると

これは教員だけでは絶対にできません。現場には職員がいますので、職員と教員が本
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当にタッグを組んで改革の努力をしなければいけない。そうなると、この中にも書い

てありますように、事務処理型を脱却して、その分野分野についてきちんと問題点を

分析し提起できる、あるいはその改善策について選択肢が提起できる力量を持ってい

ない限り、この競争も乗り切れないし大学の質も向上しないし評価も得られないとい

うことになります。ここにやはり職員が戦略的なスタッフとして登場しなければなら

ない大きな理由があるのではないかと思います。 

 

現場の実態から改革を発信する 

 なぜ職員にそういう力が求められるのかが、今の 33 ページの最後のところから書

いてあります。「求められる力とは何か。ではなぜ職員が戦略経営人材になり得るの

か。それは職員が大学行政のあらゆる現場に居て改革の最前線で仕事をしていること

による」ということです。実態をつかんでいるのは誰かというと、これはもちろん学

長先生や理事長先生、つまりトップも当然つかんでいるわけですが、やはり直接現場

に向き合っている職員です。職員がどういう感度で実態をつかんで発信できるかが非

常に重要になってきます。 

 次のページに行っていただいて、「直面する最重要課題の学生確保でも、希望する

就職先の実現にしても、学生の満足度を高める学生支援、・教育支援、特色ある地域

貢献活動でも、掲げた目標の推進に向け、現場のデータや実態、最新の情報、他大学

調査、政策動向を踏まえた提案が現実方針のベースとなる」と書いてあります。実態

として、こういう仕事ができないと的確な判断もできなければ改革の推進も不可能だ

ということなってきている。大学自身がそういう高度な判断をしながら経営していか

なくてはいけない、運営をしていかなくてはいけない時代にもう突入しているという

ことです。 

 その際の外部のステークホルダーのニーズや要望・批判というのは現場でしか掌握

できません。現場にいる人がどのようにつかんで、それを政策につないでいくことが

できるか。「職員の固有の役割」と書いてありますが、この実態と政策をつなぐのも、

あるいはもともと政策の根源的問題の発信源となり、最後に意思決定をしたものを形

にして実行するのも圧倒的に職員です。そうしますと、現場の職員の発信力や提案力

や創造的実践力やマネジメントの仕方が大学の改革力のベースにあるということで

す。これができる人をふやして層を厚くし、力をつけて育成できるのかが問われてい
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ると見ることができます。 

 

プロフェッショナルな職員とは何か 

 もちろん、私自身はそういう改革だけやっていれば職員の仕事が務まるとは全く思

っていません。与えられたルーチン業務、処理的な業務も非常に重要で、それがきち

んと処理されなければ改革の仕事というのもできません。それを軽視するつもりはあ

りませんが、ただ処理的な業務、ルーチン業務をやっているだけでは大学は維持でき

ても発展できません。目標には前進できないわけです。そこをいかに仕事として飛躍

させ、前進させ、高度化することができるかが非常に重要です。 

 ですから、非常に難しい仕事、高度な仕事、専門的な仕事は大学の職場でもふえて

きていますが、ただ方針が提起されて、それをやれと言われて高度に処理するだけで

は不十分だと私は思っています。その仕事をしていく上で、自分で問題点を発見して

自分の頭で考えて新しく切り開くことができるかどうか、こういう力が、これからの

職員には非常に求められているし、それが育成の課題として非常に重要なところでは

ないかと思います。 

 ただ、こういうふうに新しいことをしたり企画したり開発したりする仕事に正解は

ありませんし、当然前例がないわけです。しかも大学というところは新しいことをや

れば必ず批判されるわけです。それを乗り越えてきちんと意思決定まで持ち込む力も

必要です。そういう意味ではマネジメントも含めた総合的な力が求められていて、こ

れが本当の意味で専門的職員、アドミニストレーター、職員のプロフェッショナルと

いうところにつながってくると思います。 

 

中教審が議論する３つのテーマ 

 では、今、何か議論されているのかということですが、先ほど中教審の資料はかな

り細かく書き込んでありますので、もう一つの資料『Between』の直近の12・1月号

のコピーに概要が書いてあります。この『Between』の12・1月号がまさに今日のテ

ーマの教育・学修支援専門職の特集になっています。ちょうどタイムリーな特集にな

っていますので、今日ご参加の皆さんにはぜひ読んでいただければと思います。この

中で私が書いている図表の１に、いま中教審で議論している三つの柱が書いてありま

す。これは先ほどの本体の資料をただ要約しただけです。 
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 一つ目が「職員の資質向上・SDの義務化」ということで、「大学改革の推進を図る

には大学の管理運営、教学支援、学生支援に関する職員の資質向上が不可欠」だとい

うことです。「大学がその運営の一層の改善・充実のために現行の FD だけでなく職

員の資質向上のための研修を行うことについて、法令等において示す」ということで、

設置基準でそういうことを定めるということです。 

 二つ目が「「事務組織」の見直し」ということ。私はここを変えることが非常に重

要だと思っています。「事務組織は、大学における様々な政策決定に関与し、また、

これまで以上の参画が望まれている」「一方、現行の事務組織は大学設置基準上、単

に事務を処理することを目的としており、事務組織に対する期待の高まりや役割の重

要性等の実情を考慮し、より積極的に実現すべきではないか」。大学運営の一翼を担

う組織としての機能をより一層発揮できるように、当該大学目標達成に向けてこれま

で以上に積極的な役割を担う組織が事務組織だということが明確になるような法令

に変えるということです。 

 三つ目が「「専門的職員」の配置」。先ほど言ったように、学長がリーダーシップを

発揮していく上で、専門的職員が極めて重要な役割を果たす。そういう職員を置くこ

とについて法令等で示していく。この三つになっています。 

 一つずつ詳しく見ていきます。 

 

職員の資質向上・ＳＤの義務化 

 １の職員の資質向上・SD の義務づけというのは、これはもちろん皆さん方は当た

り前だと思っていると思います。もちろんこういうことを法令で一々義務づけるのは

どうかというご意見も聞きます。既に学内で、新任研修から始まって中堅研修までい

ろいろな形で研修を体系化しているところも出てきていますし、それから資格取得と

か学外のいろいろなセミナーへの派遣、大学院やそういうところできちんと勉強する

ことについて支援をしているところもふえてきています。しかし、例えば教員の研究

費と比べてみてもそのレベルはまだまだ非常に不十分です。やはりこれを飛躍させて

職員の力を高めることが大学の充実改革につながっていくのだということを共通の

認識としてはっきりさせていく上でこれは重要なことだと思います。 

 人事評価制度とか人事考課制度、人事育成制度というのもかなり普及はしてきてい

ますが、これも質というか、本当に育成に役に立っているところとそうでないシステ
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ムになっているところといろいろあります。これ自身を非常に高度化させて、先ほど

申し上げた職員に求められる新しい力を養成していくような、目標を実現するための

チャレンジを支援していくような資格・仕組みに進化させていかなければいけない。

大学院に行っている職員というのは統計によるとまだ７％です。ここも前進させてい

く必要があります。今回できる、千葉大学の履修証明プログラムにもやはりぜひ挑戦

していただきたいと思います。 

 

職員の位置と役割を高める 

 それから二つ目に事務組織の見直しです。これは先ほど申し上げた大学設置基準で

はどういう規定になっているか。これは第41条のほぼ全文です。「大学は、その事務

を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設ける」という規定になってい

ます。職員は大学の運営とか経営にはかなり昔から参画していたわけですが、教学組

織への参画というのも徐々に進化していて、非常に進んでいるところが出てきている

半面、なかなか遅れているところも多いようです。 

 進んでいるところは、それこそ副学長に職員が就任したり、学長補佐に職員が就任

したり、あるいはいろいろな教学改革のポストについても職員が教員と一緒になって

責任を持って協働ができるような構成になっている。しかし、全くそうではないとこ

ろもあり、職員は教育あるいは研究について口を出すべき職務ではないという運営を

しているところがある。その根拠にこの第41条があるわけです。この第41条の規定

というのは中教審自身が10年前、15年前ぐらいから提起している職員の位置づけと

も乖離していますし、職員が実際に果たしている職務というか仕事の中身とも乖離し

ています。そういう意味ではここのところを実態にあった形で、先ほどの定義でいえ

ば、大学の目的に対して積極的に貢献する組織としての位置づけを単に抽象的に高め

るだけではなく、実際の運営の中に職員が提案し、権限を持って参画することが私は

本当の意味で「教職協働」だと思います。ただ単に教員と仲よくプロジェクトをやる

だけでは難しいわけです。実際に大学の運営の中に議決権を持って参画していく。そ

ういう背景があって初めて職員がやってきた仕事が大学運営の中に生きていきます。

この条項、規定を変えることは、単に条項の規定ではなく、実際にそれぞれの大学で

の位置と役割を高めるような組織改革、学内規則の改正というところにつながってい

くと思います。 
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 多くの大学が事務分掌規程をつくっていますが、これもやはり第 41 条に限定され

て事務処理を越えるようなことは入っていません。しかし、もう少しチャレンジをし

て、職員がきちんと事務をやるということだけではなく、もう一歩進んで目的達成の

ために仕事をしていくことが明確になるような改定は大きな意味を持ちますし、各大

学でもそれを活用した改革にぜひ取り組んでいっていただきたい。 

 

専門的な職員をどう考えるか 

 それから三つ目に、専門的職員の設置ということです。専門的な職員をどのような

形で位置づけるかは、なかなか難しいところがあります。専門的職員としていますが、

これを職として置くということになるとまたこれも非常に難しい問題があります。 

 その次に書いていますが、いろいろな横文字の資格がこの間、中教審でも提起され

ています。これらが非常に求められているし、当然重要な職務でもあります。私が所

属しています日本私立大学協会の私学高等教育研究所というところがアンケート調

査をやり、図２のところでグラフにしています。この図２を見ても職員の実際の業務

における影響力が非常に拡大していることは間違いありません。中長期計画とか事業

計画とか大学の将来を決定する重要な施策についても 58％、66％で、かなり影響が

あるというところが、非常に多いと言えます。 

 その下の教育計画は、意思決定に直接影響を及ぼすということは少ないですが、少

しあるというところまで入れるとこの比率になります。 

 その下の学生支援、就職支援、学生募集、つまり教育を取りまく周辺のいろいろな

支援のところになると職員がほとんど実行していると言ってもいい実態です。 

 今日、学生の育成ということを考えたときに、教室の中だけで学生が育つというこ

とはあり得ません。やはり教育ということを考えて、あるいは教学マネジメントをど

うするかということを考えた場合、就職、社会人として送り出すところまで含めてト

ータルに捉えなければいけない。そうすると、教育の中に職員が相当程度入り込んで

いるし、実際に役割を果たしている。またそこでの力がなければ、学生さんが満足度

高く元気に勉強し力をつけて卒業するところまで行かないという現実があります。そ

ういう意味では非常に職員の力というのが求められているのではないかと思います。 
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教育に果す職員の重要な役割 

 その同じことを 7 ページの最後のところから少し書いています。「求められる専門

性と総合的なマネジメント力」ということですが、教育という分野を一応、四つぐら

いに分けて書いています。第一は当然、正課教育。これがベースにあるということは

疑う余地はありません。講義とゼミを中核とするカリキュラムと教育の目標達成とい

うことが系統的に配置され、実際に育成してそれが機能しているか。アウトカム評価

とか成果ということが今、問われていますが、いいカリキュラムを提供したというこ

とが重要なのではなくて、それで本当に成長しているかどうかが問われてきます。そ

うすると、シラバスやいろいろな教育方法の工夫、授業評価、改善システム、質向上

といったことが必要です。これを支えるのが今回の教育・学修支援専門職の一つの重

要な狙いだと思います。これらがうまくいくためには教員の役割と同時にそのデータ

をきちんと分析したり、他大学との比較がきちんとでき、問題を把握して改善提案し

たりできる職員の技量というのが問われているのではないかと思います。 

 ２番目は正課外での教育。例えばサービスラーニングや地域貢献活動、ボランティ

アや海外研修などいろいろな周辺的な体験型学習です。これをしないと、教室の中だ

けの知識ではなかなか成長しない。これを実際担って、コーディネートしたり、きれ

いにプランニングしたり、実行したりするのは圧倒的に職員が多い。ここのところが

どのような力を持ってやっているのかが重要です。 

 三つ目は進路教育です。就職率というのは、もちろん学生さんを送り出した父母の

願いでもありますし、学生本人の願いでもあります。勉強したということももちろん

意味がありますが、最終的にはきちんと社会人として巣立っていくところが結論でも

あります。そういう意味で、ここの支援でも職員がかなり重要な力となります。これ

は一人一人に対してどのようなカウンセリングをしていくのか、指導していくのかと

いうことも重要ですが、一方で就職させていく、就職率を上げていく、あるいはそも

そも就職を希望する学生をふやしていくということもやっていかないといけない。 

 そういう意味では、一方で教員も動かしてシステムをつくってマネジメントしてい

くという力も要ります。個別の学生に対応する力も要りますが、それを組織して大学

の中で一つの仕掛けとして機能させて動かしていく力も要ります。教育・学修支援専

門職の力というのは、個別の力と同時に、そういうことを仕掛けて教員を動かし、教

員も職員自身も変わっていく仕掛けをつくるマネジメントの力というのも非常に重
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要な要素ではないかと思います。 

 四つ目に、幅広い学生支援システムということで、生活支援や課外活動の支援です。

これは先ほど副学長が幾つかの丸で説明した図の中に入っているものですが、それら

が重要だということです。 

 こうやって見ますと、教育の中で特に第２から第４のところは職員が中心となって

担っています。この力をどのように専門的に高めていくのかというあたりが非常に重

要なところです。今、高大接続改革が言われています。中教審でも一つのメーンテー

マとして議論されていますが、これは新聞紙上には入試改革のことしか出てこないの

で、何か入試改革の議論だと誤解をされているところがあるのではないかと思います。

私が一番肝心だと思うのは、アクティブラーニングなどを含めて学生をいかに成長さ

せていくか、本当の意味で主体的な力や判断力や行動力がついていくような教育です。

今までも単なる知識型ではなかったのでしょうが、そこから飛躍させていく、高校教

育も大学教育も一貫して変えていくことが重要だと思います。 

 それから今、中教審で「三つのポリシー」をきちんと制定することについて法令的

な対応も含めて議論されています。そういうことも非常に重要ですが、つくればいい

のかというとそうではなく、実際に学生を、入り口から中身、出口まで育てていくと

いうシステム、三つのポリシーを実際に動かしていくことが一番肝心なところです。

その場合に、入試部局、教務部局あるいは学位授与の機関や就職部局がそれぞれポリ

シーを掲げててんでんばらばらに動いていたのでは育っていきません。育っていくの

は１人の学生であり、入ってから出口まで１人の学生が行くわけですので、どのよう

に全体を見て成長をコントロールし、問題点があればきちんと支援の手を差し伸べる

ことができるのかというと、その実務を担っているのは職員なので、職員の働き方、

目線が非常に重要ではないかと私は思います。 

 

アドミニストレーターと学術専門職員 

 最後に、専門的職員は二つの型に分けられるということを書いています。中教審の

議論はそもそも、教育・研究領域での専門的分野の職員をつくらなければいけないし、

現在非常勤的な形あるいは契約的な形で雇用されているURAなどの位置づけをもう

少し高めて、きちんと専門職にしなくてはいけないというところからスタートしてい

ます。したがって、そこのところに議論がいっている感じです。一般的に世間の皆さ
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んから見て「専門職」といったらそういうところがまず筆頭に上がるのは、当然とい

えば当然のことです。 

 ただ、職員の専門性ということを考えたときには、そういう特定の分野ではなくて、

大学全体をきちんと調整してしかるべき方向に持っていける、いわゆるアドミニスト

レーターが必要です。先ほどの中長期計画の話をしましたが、そういう分野の改革が

できる、現場から問題点を見つけ出して改善提案ができる力は、ある特定の分野だけ

に求められるものではなく、あらゆる分野に求められます。それを全体統合して調整

して学長を直接支えていくような高度な判断ができるようなスタッフ、政策の選択肢

が提起できるようなスタッフ、これが求められているもう一つの大きな専門職の要素

ではないかと思います。 

 なぜそういうゼネラリスト的なものまで大学は専門職と言うのか、私には学問的な

定義はよくわかりません。ただ、例えば私学の場合には理事会があり、経営者がおり、

教員集団という専門職がおり、事務組織があるという複雑な構造の中で一つの目標を

立てていく。目標といっても教育、人を育てる仕事から世界を相手にする研究から、

自分たちの地域を相手にする社会貢献の活動まで、複雑なところで成果を上げていか

なければいけない。これをコントロールするのは、やはり企業が一つの商品をつくっ

ていくのとは違う要素を持っていて、そういうこと全体を分析して目標達成に向けて

教職員を組織して動かしていくためには特別な能力がいると私は思います。 

 この職員の専門性については、この間、大学行政管理学会などいろいろなところで

研究してきた成果でもあります。上の図のところでも載せていますが、中教審などで

よく議論されているのは右側のアカデミック・アドミニストレーターという領域だと

思います。もう一方で、今申し上げたような大学全体をサポートしていくアドミニス

トレーター、あらゆる分野での改革をつくり上げていくような職員が必要です。学術

専門職員のほうは、内部から登用する場合も外部からもしかるべき能力を持った人を

入れるケースもあると思います。大学の経営・運営を支えていくような部分について

いえば、安定的な成長が重要になりますので、どちらかというと内部登用のほうが中

心になってくると思います。そういう二つの面があるということを非常に重要な点と

して私は申し上げていますし、やはりその二つがきちんと連携し協働して学長を支え

ないと、中教審が目指している学長のリーダーシップを支えることと教育・研究を高

度化するという二つの目的を達成するのは難しいのではないかと思います。 
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おわりに 

 2018年問題と言われていますが、再び18歳人口が減少期に突入し、これは底があ

りません。ご承知かもしれませんが、昨年、2014 年に生まれた人口は 100 万 3000

人です。したがって 18年後の 18歳人口は 100万人で、すぐ 100万人を切ってくる

と思います。今現在は120万人です。そうなりますと、今のままの延長線上のことだ

けをやっていて大学が存立し発展していくことはありません。そういうときにどうや

って危機を乗り越えていくか。教員の力ももちろん大きいわけですが、現場の危機に

直面している職員の仕事の仕方や力を高めて、今までの延長線上ではない、今までで

は考えられないような授業をつくり上げたり実践したりしていくということが求め

られているのではないかと思います。 

 今後、職員の役割はそういう意味でますます重要性を増していますし、期待も高ま

っています。そういう中で、こういう形で、特に教育分野、学修支援分野で本格的に

人材を育成していこうという取り組みは、非常に意欲的だと思います。ますます発展

していくことを願いまして、私の話を終わらせていただきたいと思います。どうもご

清聴ありがとうございました。 
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講演2「教育活動の組織化と分業̶－教育・学習支援専門職の可能性」 

      羽田貴史（東北大学高度教養教育・学生支援機構 副機構長）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東北大学の羽田です。20年ぶりぐらいに千葉大学に来たら、キャンパスがこんなに

きれいになっていてびっくりしました。あのメーンストリートはすばらしいですね。

多分千葉大の大学祭は１年生から４年生まで参加してすごいと思います。千葉まで一

駅ですのであそこで商売したらもうかるのではないかと思いました。 

  

「学修」ではなく「学習」が大事 

私の話はざっくりしたいいかげんな話と、ちまちました細かい話と、どちらかとい

うと国立大学向きではないかと思います。学習の「習」は習うと書いていますが、別

に間違っているわけではありません。正課教育で設計した中身をきちんと勉強したか

どうかというのが「学んで修める」になりますが、私は大学の中では正課の授業だけ

をやっていると少しおばかになると言ったら何ですが、もっといろんな広い意味での
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学習支援が大事だと思うので、あえて抵抗して「習」のほうを使っています。 

 ざっくりした話というのは、今、大学が直面している大きな課題は、私や学長、竹

内先生あるいは篠田さんが大学生であったときの大学とはかなり構造転換をしてい

るということです。オールドタイプの大学から変わってきている中で、今いろいろと

学生支援等の話があるということです。 

  

日本の大学の起源－「道理」は不要？ 

私たち古い世代が学んできたのは、大体19世紀の初めから20世紀の前半、第二次

世界大戦ぐらいまでに世界各国で普及したいわゆるフンボルトモデルです。これは科

学を大学で教えることです。中世の大学は基本的に聖職者とか専門職養成で、19世紀

のイギリスなどは大学に科学は入らなかった。プロイセンの大学がしっかりと哲学部

をおいて、諸科学学を統合する枠組みをつくった。その中で、知の統一体ですから

Wissenschaftと言い方をしていますが、人間の精神から宇宙まで全部体系的に学び探

求する学問構造をつくり、その中で教師と学生が一緒に一生懸命真理を目指すとすば

らしい人間になるという妄想と言いましょうか、理念のもとにベルリン大学が始まり

ました。 

 この Wissenschaft は英語では訳しにくくて、サイエンスとスカラシップが結びつ

いたものだというふうに言われています。したがってこれは講義で教える話ではなく

て、学生と教員が一緒になって学び合う、知的共同体を想定しています。美しい話で

す。実際に私たちが学んだときには、そういう理念を持った先生はたくさんいらっし

ゃいました。 

 高等教育の世界では、フンボルトモデルというのは、教育と研究を統合して一緒に

やると単純化されますが、それだけではありません。このモデルは100年以上かかっ

て世界各国にいろいろな形で普及していきました。普及する中で誤解もありました。

アメリカ人がドイツの大学に行って勉強したら、みんな研究している。アメリカでも

研究組織をつくろうというと誤解してつくったのが大学院です。大学院組織があるの

は多分日本とアメリカだけで、ヨーロッパは学位プログラムです。そして、そこで発

展した科学技術を具体化するのは産業革命が契機です。南北戦争後にランドグラント

カレッジ（土地付与大学）ができる中で、農業と工学を中心に各カレッジが推進する

ようになり、実学が広がりました。 
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 日本は、19世紀後半に帝国大学に専門学を導入しました。講座制をつくってしっか

り学問を導入するという組織をつくりました。そこに行ってお勉強する。お勉強する

ときに何がポイントかというと、専門学、役に立つ学問が中心です。これは、明治期

の「学制」頒布時の大木喬任文部卿の「訓示控」という文書がありますけど、彼は「日

本に摂取すべき必要のあるのは「百般の工芸技術及天文窮理医療法律経済」等の実事

であって「智識」以上の「道理」までも学ぶ必要はない」と述べています。これが日

本の大学の出発点といってよいと思います。ヨーロッパやアメリカの大学は人間をつ

くる。たとえ、アメリカのカレッジが実学を志向しても、最初のカレッジ、ハーバー

ド・カレッジは聖職者養成です。人間のあり方、道理が入らざるを得ない。日本の大

学は専門知識を学んで、そこでオーケー。道理は要らないところから出発した。 

 ですからここにはたくさん職員の方がいらっしゃって、大学の先生とけんかして、

何であの先生は無理なことを言うんだと思うこともあるでしょうが、これは私たち大

学教員だけのせいではありません。日本は最初から、道理は要らないと言っていたん

です。大木喬任のせいです。日本の歴史を恨んでほしいと思います。 

  

大衆化と大学教育の変化 

この枠組みが大きく変化したのが20世紀後半から21世紀にかけてです。大衆化が

進んできた結果、学問中心の教育では学生は勉強したくない、モチベーションを持て

ない学生が増えてきた。どうやってこれに対応していくか、という課題が出てきまし

た。非伝統的学生が増えてきました。非伝統的学生というのは、成人やマイノリティ

学生など、さらには大学進学を目的にした中等教育をきちんと受けてない学生も入っ

てくる。どうやってその学生が大学に適応するようにするかという課題もあります。 

 それから知識が飛躍的に爆発的に拡大しています。もっといいデータがあるのでし

ょうが、例えばここ 30 年間の研究者の数は倍になっています。研究者の数が倍にな

れば当然、論文の数も倍になる。教えるべきことも倍になる。今、理工系の大学のカ

リキュラムはどこでも柔軟性がなくなっています。実はカリキュラム改革というのは

とても難しい。学問の最先端を教えればよいという考えもあるが、最先端はすぐに変

化するので逆に時間がたつと遅れる。基礎と基本と精選されたコアを教えていく教育

をやらないといけませんが、知識を精選して教え方を効率化していかなければ、知の

爆発状態になっている中で、従来の教員と学生の関係だけではとても教えられない。 
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 それから知識移転が大学に大きく期待されるようになりました。産学連携が進むと

いうことは、大学の中に産学関係のさまざまなニーズが入ってくる。これを対する教

育もしなければいけないとかさまざまな課題がある中で、従来の教師＝学生関係の中

で教えていく、正課教育で全て解決するのが難しくなったというのが現在の問題です。 

 例えば、最近、清水栄子さんという愛媛大学の方が学位論文で『アカデミック・ア

ドバイシング その専門性と実践 日本の大学へのアメリカの示唆』を出されました。

大変いい本ですけど、少し本が書き上がるのが遅かったせいかデータが古いです。

2010 年以後のデータがほとんどない。きっとそのうち新しく書くのではないかと思

います。また、アカデミック・アドバイジング一点で、学習支援の全体的なことは必

ずしも書いていない。これもそのうちやるのだろうと期待しています。 

 この本では、アメリカではアドバイジングが広がってきたことが詳しく分析されて

います。これは大学の教員が正規の授業で教える以外のさまざまなサポートをしない

と学生がついていけないということを示しています。初年次教育、リメディアル教育、

それからカウンセリング・アドバイス教育が組織化された。それから社会へ接続する

ためにキャリア支援が非常に大きな比重を占めるようになった。昔、私たちが卒業す

るときは、就職支援がなくても企業のヒアリングや説明会に行って飯食って、「行き

ます」と一言言えば簡単に就職できた。（企業を）あんなに回らなくても選ばなけれ

ばどこでも行けたという時代です。 

  

キャンパス全体の学習空間化というグローバル・コンセンサス 

ですから、大事なことは、今は、教師＝学生関係による教育から、キャンパス全体

が教育主体になるという大きな転換点にあるということです。これは千葉大学の図書

館でいうと、ラーニング・コモンズです。今、キャンパスの学習空間化という状態に

なっている。実はこの学習空間としてのキャンパス、教員が教えること中心から学生

が学ぶことを中心にしてキャンパスのあらゆる資源を投入するという考え方は、一言

で言えば学生重視の大学というグローバル・コンセンサスであって、1998 年にユネ

スコの高等教育世界宣言の中で明確にうたわれています。国際的な高等教育の文書は

これ一つです。OECD（経済協力開発機構）ではたくさんいろいろな文書を出してい

ますが、あれは基本的に特定の国々が集まって組織したものなので国連の機関である

ユネスコとは違います。これがグローバル・コンセンサスと言っていいと思います。
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その中で重視されていることの一つは、高等教育へ移行する学生の支援や多様な学習

者のニーズを考慮したガイダンスやカウンセリングを充実していくという、まさに今

日問題になっているところが高等教育の大きなコアになっています。 

 98年にユネスコが宣言を出した後、いろいろなところでそのフォローアップ、具体

化をどうするかという作業が行われました。2002 年には IASAS（International 

Association of Student Affairs and Services）。このaffairsというのは訳し方が難し

いですが、「学生関係事項」と言っていいと思います。その国際団体が連携して、The 

Role of Student Affairs and services in higher educationという文書を作成しました。

何が正課教育以外に大学での教育を進める大きな課題かということで、さまざまなサ

ービス部門の業務を挙げています。これを見てみると、我々の日本の大学でもこうい

うようなものをたくさんしているというものが山とあります。そしてこれが、これか

ら我々の大学の中で取り組んでいかなければいけない事項だというのがわかります。 

 例えば信仰への支援。学習支援にChaplaincy というのがあります。これは、いろ

いろな国の学生が入ってくるといろいろな宗教を持ってきますから、その学生に対す

る支援をしなければいけないということです。実は東北大学でも今 1600 人ぐらいの

留学生がいます。中近東から来ている学生は 30 人ぐらいですが、イスラム圏の学生

は大体200人ぐらいいます。11月に留学生支援についてIDEセミナーをやりました。

留学生の代表は中国人の方ですが、発表してもらったら、留学生同士で話すと、イス

ラム教の学生は礼拝をする場所をつくってほしいという意見を持っている。イスラム

教の方は１日５回礼拝をしなければいけない。大学の中にはそういう場がありません。

きちんとできる場をつくってくれないかという要求を持っているという話をされま

した。 

 それからハラール食です。彼らは豚肉等々食べてはいけない。死肉も食べてはいけ

ない。肉を食べるときには血抜きをしなくてはいけない。このハラール食を仙台で売

っている場所は非常に少ない。食堂では一時的に提供していますが非常に少なくて、

日常の食事にも事欠くところがある。ハラール食をどういうふうに提供していくかと

いうことも学生支援の大きな課題になります。 

 それから、ほかのところでいうと、障害者サービスの問題。これは来年から障害学

生についての支援が義務化されましたので各大学とも大変なことと思いますが、障害

者サービスはこれから学生支援の中での大変大きな内容になると思います。今、日本
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の大学に入っている障害者の数は１万 3000 人。日本学生支援機構の調査では学生全

体の 0.44％です。しかし、アメリカでは大体 11％、EUでは３％です。ですから 10

倍、障害学生が入ってきてもおかしくない。その前に除外されて大学に進学する機会

が失われていると考えていいと思います。 

 その内訳ですが、視覚障害、聴覚障害などがありますが、一番多いのが肢体不自由

で、その次に多いのが発達障害です。この発達障害には皆様方もいろいろな形で取り

組んでいますし、私たちの拠点でも毎年セミナーをやっていますが、成績は優秀で東

北大学にも相当数入ってきます。それで卒論指導のプロセスでもわからないときがあ

る。マスターになって、自分で研究をしなさいと言われた途端に、指示がなくては自

分ではできないということで顕現化してしまう。早いうちから診断を受けて宣言して

くれれば対応の仕方もありますが、その時点になって対応するというのは実は大変な

問題で、親御さんにも自分のお子さんが発達障害であるということを理解してもらう

のに大変な努力が必要になってきます。 

 ちょうど今、11月末です。私はキャリア支援センター長をやっていますが、相談員

の方から、就活がうまくいかなくて親と一緒に相談に来る方がいると聞きます。その

中には発達障害らしいケースもあります。それが就活のときにわかる。これからどう

するかというところを考えなくてはいけないのですが、本来であればそのことがもっ

と早くわかるような仕組みをつくらなければいけないという問題が、これからますま

すふえていきます。 

 それから留学生のサービスは、今までの留学生は迎え入れて送り出せば済んでいま

したが、これからは日本の社会にも定着してもらうことが必要です。現在の日本の留

学生の国内の就職率はおよそ25％程度です。ところが彼らが就職するときには日本の

就職慣行に悩みます。なぜ禁止されている時期があるのだ。いつでもフリーではない

か。実際そういう国から来るわけですから。そしてエントリーシートを延々と書く。

まずそこから理解をしてもらって、日本の企業に就職してもらわなければいけない。

そのための支援にはやはり日本人とは違った丁寧さが必要で、もちろん多少言葉の問

題もあります。 

 それからこれから恐らく大きくなってくると思われるのが、性的少数者（LGBT）

へのサービスです。先月、日本 IBM の副会長の橋本孝之さんのお話を国大協の集ま

りで聞く機会がありました。IBMは国際企業ですから、こういう課題を抱えた人たち
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が来るので、日本の常識では対応できない。LGBT室をつくって、カミングアウトし

たい人に対する支援体制をつくる。そしてご本人も意欲が出てカミングアウトして颯

爽として活動できるようになったとおっしゃっていました。実はLGBTは性的少数者

ではない。皆様方は何％ぐらいいると思いますか。ある調査では７％だったそうです。

当然今いる大学生の中にも体は男性だけど心は女性、だけど一緒に体育をやらされて

苦痛を感じている。当然、逆のケースもあると思わなくてはいけません。私もこの話

を聞いたときには、え、そうかなと思いましたが、これはよく考えてみると 10 年か

20年後には必ず顕在化してくる問題です。これへの対応も私たちは視野に入れておか

なければいけないと思います。 

  

IASASの新レポート、広がる学生支援の領域 

ユネスコの IASASは2009年に新たにもう一度レポートを出しました。49カ国の

カントリーレポートをもとに、新しい業務をつけ加えました。残念なことに、どうも

国際組織に日本の団体はないようです。最初のレポートのときには日本からは団体名

が挙がっていませんでした。国大協とか私大連が挙がっている。ほかの国は全部、学

生支援関係のいろいろな団体が挙がっていますが日本はない。このときには JASSO

が多少関与していますが、あれは政府機関です。ですから私たちの学生支援、学習支

援についていうと、国際的なさまざまな流れや水準を日本に導入してくるパイプがな

いと思わなければいけません。 

 学生関係ではさまざまな機能を付加しております。大体、私たちの想定する範囲内

ですが、保護者に対して学生をどう教えているかということをきちんと伝える保護者

プログラムというのも新しい領域にある。これは私学では結構やっています。日本の

私立大学でも、私たちもかなりやっているところがあって、新しいこととは言えませ

んが、全体としてこれが学生教育・学習支援の中でやらなければいけない仕事だとい

うふうになってきているということは理解しておく必要があります。 

  

広中レポートの革新的意義 

 日本も遅れているわけではありません。日本で画期的なのは、いわゆる 2000 年の

広中レポートです。これは短いですが、教育・学習支援を議論するときにはぜひもう

一度読む必要があります。「大学における学生生活の充実を方策について」という報
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告ですが、何がポイントかというと、正課外教育を含めて学生を成長させる仕組みを

つくっていくこと。その根本には子供が巣立つ社会環境の変化があります。地域社会

が崩れていったり仲間集団がなくなったり、大学に入る前や大学に入ってからの青年

の成長の大きな仕組みが変わった中で、学生相談や就職指導という領域の役割を打ち

出して、学生中心の大学を出していくことが大事と指摘しています。つまり百何十年

前に大木喬任が言ったように、知識さえあれば道理がなくてもいいという大学ではな

くて、道理も育てる大学をつくろうということをきちんと言ったという点で私は大事

だと思います。 

 私たちが見ておかなければいけないのは、日本の学生の青年集団の特質です。これ

は一言で言えば、幼い。大体 80％以上の学生が 18 歳から 19 歳です。１年生の８割

がこの年齢幅におさまってしまう。これを見てください。ニュージーランドは 33 歳

まで含めて１年生です。それからイスラエルは27歳まで。アイスランドは32歳まで。

１年生といったらこのぐらいの年齢幅がある。大人の学生がいて、高校を出たばかり

の学生がいる。こういう中でお互いの相互作用で学生がいろいろ成長していく。その

仕掛けが日本は極めて弱い。だから大学自身がいろいろな形でそれを補うプログラム

や活動を提供する必要があります。 

  

日本の学生の学び 

日本の大学生は何を学んでいるのか。大きな問題があります。これは東北大学で一

昨年にやった調査ですが、これがまだ道理が育っていないという証拠です。東北大学

の学生に、幅広い教養、分析力・問題解決能力、専門知識などが１年生に入ってから

４年生の卒業時までにどのくらい伸びたかを調査しました。こういう知的な部分は８

割９割伸びたと答える。しかし、例えば「リーダーシップが伸びた」は半分もありま

せん。「協力して物事を遂行する」は７割とれたけど、「異文化の人たちと協力する」

というのは６割もありません。「地域社会の問題の知識がふえた」も６割もありませ

ん。地域社会の問題も知らないのに、専門の知識が高い。これはどうですか。少し問

題ではないでしょうか。グローバルな問題についても６割しか知らないという問題が

あり、英語、外国語の力は10％が入学時より下がったという深刻な問題があります。 

 このコンピテンシーだけが完璧ではありませんが、大学生全体が正課以外のところ

でどんな力を身につけられるかを把握しながら教育システム全体を活性化する。これ
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が大きな課題です。 

  

学習支援・学生支援の担い手は 

問題はそのときに、このような学習支援・学生支援を誰が担うのかということです。

例えば、教員以外が学習支援・学生支援をやったケースが日本であります。これは国

立大学でいえば技術職員です。ところが、千葉大学はどうかわかりませんが、今、国

立大学のほとんどのところで技術職員は事実上解体状態にあります。なぜかというと、

これは 60 年代からの定員削減で、まず行（二）職が対象になった。技官、運転手、

警務員がどんどん減っていった。次に行（一）も対象に、教員も対象になりました。 

 その結果、簡単に言えば技術職員の果たしていた役割を助手がやるようになりまし

た。ところが学校教育法の組織改正で助教と名称を変更し、先ほど竹内先生のお話に

もありましたが、助教の数も減っている。そうすると今度もう一遍、技術職員の役割

を戻そうとしても職員の中にそのリソースがありません。ですから実は教育・学習支

援の場合、職員組織の中に専門制度をつくっても、やはり教員が一番学歴も高いし、

一定教育の訓練もあり、アカデミックな訓練もありますから、教員のほうに持ってい

くほうが効率的とは言えないけど、汎用性があるのでそういう流れになってしまいま

す。それを戻して今の職をつくったときに、その人たちのアカデミックキャリアがど

ういうふうに開かれていくのかというのが大きな課題です。 

  

背景にある財政問題 

今でも国立電気通信大学には 32 名ぐらいの技術職員の組織があります。最近、こ

れを教育研究技師と名称変更しました。先ほど言ったように助教の数が少なくなって

きたので、もう少し技術職員を活性化して実験等に参加させたり教育的指導をしたり

するというふうにスタートしていますが、身分は職員です。身分は職員なのに、教育

研究の業務をする。待遇が悪いです。給料が低い。国立大学の職員の給料はスパイラ

ル仕様でいうと国家公務員の給与の83％です。これにはいろいろ深い理由があるので

すが、公務員よりも給料が低いというのが一般的な常識です。その上で、なぜ職員組

織かといえば、もし教員の身分を与えられたら、定年が 65 歳まで延長されます。65

歳まで延長しても現在の運営交付金の仕組みでは退職金は法人移行時の年齢までし

かカウントしません。５年分延長すればその分の給料はともかく、上積みする退職金
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は大学の持ち出しです。現在の運営費交付金の中で、人件費部分が全部交付金で維持

されている大学は恐らく三つか四つだと思います。東京工業大学などごく一部しか維

持されていません。したがって、どの大学でも専門職を設けて教員待遇にすると財政

的な問題にすぐぶつかってしまうという問題があります。 

 これから教員・職員の区分を超えてどう協働するか。この種のポストをつくるとす

ぐに問題になることは、多分、国立大学の職員の方はすぐ気がつきます。私立大学の

方はあまり気にならない。私立大学は自由に職員組織を設計できるから構いませんが、

先ほども言ったように国立大学の場合は、専門職をつくると職員ポストを使って教員

の仕事をさせているというふうに見えてくる。逆に教員のほうのポストを使うと、こ

のポストは教育研究で遂行する部分が職員の業務に回るという中間的な位置に位置

づけられる危険性があります。これをどういうふうに克服していくかなどいろいろな

問題があります。 

 そうして考えてくると、やはり国立大学の特殊な事情があります。これはここ 20

年間の教員職員数の推移です。実は教員の合計もこの20年間で5000人ほど増員しま

した。ただこれは本務教員ですから、任期制も全部含んでいます。任期制も含めてふ

えた。任期つきでない教員はむしろ減少しています。 

 事務系職員もふえたと言えるといいのですが、実は医療系がふえただけであって、

７万 8000 人です。医療系の職員がすさまじくふえました。医療系を除くと職員は実

はあまり変わっていないどころか 3000 人減少した。したがって教員と職員の比率が

かつては0.67。教員１人に対して0.67人という職員比率でしたが、0.55まで下がり

ました。教員に対する職員のサポート体制が弱くなったということです。 

 公立大学もこれは相当下がりました。教師・職員比0.42という数値です。私学だけ

0.61 をまだ維持しています。ということで、私立の方は教員と職員の関係でいうと、

職員の合計が 13 万人ですから教員の数を上回ってふえているんですが、教員に対す

る手当ては、相対的な数では少ないのですが、まだ維持している。だからこういう状

況の中でどうやって、先ほど言ったような学習支援の全体像をつくるかが大変大きな

問題です。 

  

イギリスのAcademic related staffと日本 

イギリスの場合を少しご紹介します。これは 10 数年にイギリスに行ったときに知
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ったのですが、イギリスの職員は従来Academic staffとNon-academic staffという

ふうに二分法で言われていましたが、数年前に行ったら、Academic related staffと

いう職種があると教えられました。少しびっくりして聞くと、ここにあるように教育

の提供、研究に直接間接に支援する専門職のこと全体を含みます。ですから本当にピ

ュアなサポートスタッフを除いて、ほとんど教育に関係するスタッフとして位置づけ

られていて、個々のスタッフの専門性についても明確な定義がされています。 

 多分今日も、教育・学習支援専門職というのを同じように位置づけていると思いま

すが、日本の場合に非常に難しいのは、ここを専門職というふうに位置づけても、具

体的には組織の中に職員を配分する。この組織として配分するときに、昇進や異動と

いうルールにうまくその専門性を生かせるようになっているかというと必ずしもそ

うではない。 

 今は少し変わっていますが、基本的には国の組織は異動しながら昇進するというタ

イプなので、3 年たったら異動して別のポジションに移る。せっかくつくった専門性

もそこでなくなってしまう。誰がそういう中で一生懸命頑張って自分の専門性を上げ

るでしょうかという問題があります。僕の経験で簡単に言えば、日本の国立大学はラ

インは強いがスタッフが育たない仕組みになっています。 

 これも古い方は知っていますが、30年くらい前に国立大学の中でいろいろ工夫して、

専門員と専門職員という職種をつくりました。これは、通常のラインですと、１係つ

くるのに主任が１人いて職員が何人いてからしかできない、３係ないと１課できない

という構造になっているので、係長・課長のポストをふやして昇進させるのが非常に

難しかった。それでスタッフとして、例えば就職支援の専門員とかそういう職種をた

くさんふやして、そこで昇進させようとした。これは団塊の世代の対策でもありまし

た。今、どこにその専門員や専門職員があるかというと、ほとんどラインに吸収され

ています。 

 そういう状況を見ると、イギリスの大学職員のようにまずスタッフの専門性を明記

して、そのスタッフの専門性をどう配置して組織をつくるかというロジックよりは、

組織をつくってその中に専門性を分割させていくというこの日本の組織の構造の中

では、うっかりした組織をつくると、解体されて吸収されて消えてしまうという危険

性があるというのが、大学運営に30年かかわった感想です。 
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学習・学生支援組織としての東北大学高度教養教育・学生支援機構 

うちの場合をご紹介します。私のいる東北大学高度教育・学生支援機構というのは、

先ほど竹内先生が挙げた学生支援のほとんどを包括している組織です。教育評価分析

センター、いわゆる IR。大学教育支援センター、教職員の開発支援。入試センター。

それから言語・文化教育センター。グローバルラーニングセンター、スーパーグロー

バルな事業の推進。学際融合教育、学習支援、キャリア支援、学生相談、保健管理セ

ンター、ボランティアセンターというほとんどの学生支援を包括しているところです。

ここではたくさんのスタッフが仕事をしていますが、実は悩みのしどころです。学習

支援センターは、国立大学の中で極めて大きな役割を果たしていると私は思っていま

す。全学教育で数学、化学、物理学など体系化された学問の教育は、今日の授業がわ

からないと来週の授業がわからない。ですから助手を２人置き、Student Learning 

Adviser を 48 名雇っています。講義棟から歩いて 3 分のところにセンターを置き、

わからなかったらすぐにそこに来て理解してもらうという仕組みをつくっています。

年間3000名近い学生がこれを利用しています。 

 非常に活性化していますが、この助手の２名の方は大学院生、ドクター課程の学生

を雇用しています。私たち機構の執行部でいつも悩んでいるのは、この助手の人たち

のキャリアアップをどうするかです。大学の教員である限り、研究大学ですと博士学

位を取って論文を書いてというところをベースにした業績が上がらないと助手、助教、

准教というラインに乗って昇進させられない。では教育業績というのは何かというと、

支援ですから授業などのような教育業績もあるわけではない。教員のラインに乗って

いる限り昇進は難しいというのが率直な話です。どうやってこの人たちのキャリアを

つくるかというのが我々の悩みどころですが、これは機構単体ではなかなか解決でき

ない。朝９時から５時までずっと学生の支援をしている状態では研究できません。だ

から准教授のポストを一つつくって理論的な展開をしてもらうという構想を持って

います。 

 学生相談も、今、ポストの数は８あります。これは国立大学の学生相談では多分、

最大規模だと思います。全員教員で、臨床心理士の資格を持って学位論文を持ってい

る方もいます。ところが学生相談関係は、基本的には相談ですから１人に対して最低

30分から１時間の時間をとられます。完全に拘束時間です。これもやはり教員である

限りは昇進のステージに乗せるとすると、学位は持っても論文を書かなくてはいけな
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い。論文を書く時間を作るのがむずかしい。ハラスメント問題があったり自殺未遂が

あったりすればいつでも駆けつけなくてはいけない部門ですから、常に携帯電話を持

っていて自分で自由に時間をコントロールできない。学生は学部に進学して 3年生4

年生はそこにいます。そうするとそこにいる人たちと連携しながらやらなくてはいけ

ないので、業務マネジメントとしては連携がすごく大きい。こういうものを全体とし

てマネジメントしながら学生相談に応じるといったときに、結局ポストはあるがどう

やって能力開発を保証するかという問題があります。 

 どうやってこの人たちのキャリアパスを開いていくかというと、教員としてではな

く、コンサルタント、カウンセラーとして採用し、その昇給体系を別につくって行く

ことも1つの方法と思いますが、必ずしもそうはいきません。 

 保健管理センターはうまくいっています。これは日本の中では多分うまくいってい

る学生支援の部類です。なぜなら医局制度があるので、そこのローテーションで医者

を回してくれるし、病院との共同研究ができるので、ここだけはうまく回るがほかは

そういう関係をつくれない。 

 グローバルラーニングセンターも、スーパーグローバルの事業推進のためにつくっ

た、今、特任教員を含めて 15 人いる大規模組織です。ただ、留学生業務というのは

皆さん方も関係しておわかりのように、派遣にしても招聘にしても、各国との交渉と

か学生対応、留学生が入ってくるときのケアの問題などさまざまな課題が全部ひっく

るめて出てきます。これも教員ポストで採ります。外国では教員ではなくてきちんと

コーディネーターとか適当な名前がついていて給与体系がありますが、日本の場合に

は職員・教員という二分法で、どうしても教員でないと待遇のラインがよくない。し

かし、教員として採用してしまうと今度は教員としてのさまざまなプロモーションの

等々と矛盾してくる。これもどういうふうに展開するかが難しい。 

 教育評価分析センターは、これも教員が3人いるかなり大規模な組織をつくりまし

た。ここも、教育情報の収集・分析等が使命としてありますが、大学の中でこういう

ものを統合しながら進めていって、改革あるための研究は何かという点を考えると実

は結構難しい。学会で通用する論文、研究と、大学の中のマネジメントに使う情報と

は位置づけが違います。どういうふうにこれを切り分けていくかという課題がありま

す。 

 それからキャリア支援センター。これも私がキャリア支援センター長をやっていま
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すが、学士から大学院博士までのキャリア教育とキャリア支援をしなければいけない。

学部卒から今、だんだんと焦点が大学院に移っています。大学院博士をいかに社会に

つなげるかというキャリア支援も実施しています。我々の中で、博士からどういうふ

うに移行していくかというキャリア支援のあり方を１年生の教育から含めて構想し

なくてはいけません。 

  

教育・学習支援専門職とは何か 

今日のお題、教育・学習支援専門職とは何かというと、私からいえば、これが全部

わかる人間です。これ全部が展望できて、大学の中の各資源をどのように有効に活用

して、それぞれの部門の職員や教員が有効に働かせて学生に力を与えて卒業させてい

くかがわかる。それが教育・学習支援専門職のコアであり、その専門職の典型は、教

育もしくは学生担当副学長、理事しかいません。ですから先ほどの専門職という意味

は、個々の人間にだけととらわれない、組織の力として教育・学生支援の活動を高め

るのが専門職です。大学全体の専門職のトップは学長です。ですが、今の部門のトッ

プはその教育担当理事等の方が全体を展望しながらお互いにコーディネートしてい

くことが基本になります。 

 例えば、学生支援センターに来る学生が、勉強ができないといって悩んでいるとき、

話を聞いてみるとそこに隠れている問題は実は経済的支援の問題という場合があり

ます。あるいはちょっと調子が変じゃないかというときは、むしろ学生相談に行った

ほうがいいときがあります。学生相談に行って問題があったときには、私たちの保健

管理センターでは精神科の医者がいます。医者の治療が必要なときもあります。です

からこの全部が縦軸であるわけではなく、横軸だけでもなくて、横にも縦にもつなが

って学習支援です。全体をコーディネートする力こそが実は教育・学習支援専門職の

コアであって、その次に個々のところでどういう業務をするかという力がついてきま

す。 

 冷や水を浴びせるようですが、急速に個々の分野で専門職化していくと、先ほど言

った総合調整の力が失われて、あの人に任せろとなりかねない。これは少しリスクが

ある。先ほど言ったように仮にそういう人間をどの分野で雇用しても、教員として雇

用するとキャリアアップのステージが見えてこない。職員として採用すると教員の仕

事をして 60 歳定年になってしまうという問題がある。ですから、専門性の構築と職
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の構築は別のものとして考えながらさまざまな試行をする必要があります。 

  

学生支援の基礎となる理論 

特に何の優先順位が高いかというと、私のほうではこの学生発達の理論です。アメ

リカの場合でもイギリスの場合でも、学生関係事項の職員が非常に発達しているのは、

学生を全面的に発達させるという理論があり、そこに職員も参加しているという前提

があるからです。日本のように明治初期以来、勉強、知識の詰め込み、知識を埋める

ことが教育だと思っているとその権限は教員にしかありません。しかし全面的発達と

考えると、それは教員の持っている知的な力だけではなく、学習支援や学生相談が学

生を支えます。ですから知的発達に限定されている学習成果の概念を切りかえていか

ないと、これはなかなか教育・学習支援の専門職は位置づかない。 

 そのためにはSSAOと言いますが、Senior student affairs and services officer。教

育担当副学長。この方たちが学生支援と教育とをどう統一してやるかという枠組みを

まず明確にしなくてはいけない。 

 その上で先ほどのリストにもありますが、学生関係の業務は非常に多様化して急速

に変化しています。どういうふうな学生関係業務がまず必要かということを調査研究

のステップにしながら、専門性向上の仕組みをつくっていくことが大事ではないかと

いうことです。 

 大体時間になりましたので、私の話を終わりたいと思います。どうもご清聴ありが

とうございました。 
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 パネルディスカッション   竹内比呂也・篠田道夫・羽田貴史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

竹内 それでは時間になりましたので再開したいと思います。後半のこれから約１時

間はパネルディスカッションで、先ほど、篠田先生、羽田先生からそれぞれお話しい

ただいたことなどをベースに議論していきたいと思います。大変に悪い司会で、何か

考えようと思いつつ、何も考えてこなかった、出たとこ勝負でいくしかないというと

きは、フロアの皆さんにおんぶにだっこでいくしかないということですので、フロア

の皆さんから質問などが出ないと、今日のパネルディスカッションは途端にお通夜の

ように静かになってしまうということになっております。 

 ただ篠田先生のお話も、羽田先生のお話も、とても刺激的だったと思いますので、

皆さん、さまざまなご意見をお持ちになられたのではないかと思います。ということ

で、一番最初に篠田先生、羽田先生のお二方のお話に対するフロアからのご質問をお

受けしたいと思います。 

 本日の討議につきましては、記録をさせていただいておりまして、フロアからのご

質問につきましてもそのままウエブ上で公開をさせていただきますので、ご発言いた

だくときにはお名前、ご所属等をお願いいたします。また本日の講演、ディスカッシ

ョンにつきまして、文字起こしをいたしまして報告書のような形で公表したいと考え

ておりますので、その点につきましてもご了解いただければと思います。ただフロア
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からの発言につきましては、どなたがということは特定しない形にする可能性もござ

います。それではお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。――はい、どうぞ。

よかった。誰も出なかったら、ぱっと知った顔のどなたかの名前を呼んでしまおうか

と思ったんです。（笑） 

 森 お茶の水女子大学の図書館の森いづみと申します。本日は大変刺激的で、今後

の我々のスタッフ・ディベロップメントを考えるときに夢のあるお話を伺ったと受け

とめておりまして、ありがとうございました。 

 お茶の水は非常に小さい組織ですので、図書館にいても、図書館の中の一角でキャ

リア支援ですとか、留学支援ですとか、あと最近では入試もAO入試を一緒に図書館

がやるということを実践してきたので、体験的にはいろんなことがあるなと。大学の

中の学修支援といったときに、一言でそう言っても、部署によって捉え方が全然違う

なというのは感じてきました。ただそれを体系的にどんなものがあるかを洗い出して、

きちんと人材育成をしていこうという今回の取り組みには、非常に期待をしていると

ころです。 

 私は漠然と、その人材育成される対象は、図書館員や学務の職員さんとかそういう

人たちなのかなと思っていたんですけれども、羽田先生のお話を伺っていると、それ

は専門にされているセンターの、今は教員職として大学におられる方々もターゲット

になるのかなということで、今回のこの拠点プログラムで育成をしようとするその対

象をどこまでにらんでおられるのかということを、ちょっと伺ってみたいなと思いま

した。お願いします。 

 竹内 それは私がお答えしないといけないことですね。今回の私どもの「ALPSプ

ログラム」のプログラムの名称では、スタッフ・ディベロップメントと名前をつけて

いるわけですけれども、その意図としてはやはり職員の高機能化というところに大き

なターゲットがあると考えているからです。 

 羽田先生のところは大変大きな組織をお持ちで、そこにたくさん教員がいらっしゃ

るという前提ですけれども、今日の大学の状況を考えたときに、教員をこれだけの数、

全学で例えば何十人確保するとか、あるいは新規に雇うということができる大学は恐

らく一握り、あるいは片手でも余るぐらいではないかという気がします。そのような

状況で、これから高度化して専門的な仕事をやっていける、そういう職能を持った人

材を育成していくということを考えると、やはりターゲットとしては職員しかないと



37 

 

我々は考えています。もちろんそのプログラムの中に教員の方も入っていらっしゃる

ということ自体、拒絶するつもりは全くありませんけれども、そこがメーンのターゲ

ットではないというふうにご理解いただきたいと思います。 

 羽田 関連していいですか。 

 竹内 はい、どうぞ。 

 羽田 私たちの組織は非常に大きな、97人まで拡大しているんですが、実はこれで

も小さいんですね。なぜかというと11の学部があり、研究科を含めた部局が32あり

ます。ここに教職員さまざまいるということでいうと、ターゲットということでいけ

ば全教職員です。全教職員が学生・学習支援のマインドとスキルを少しずつでもそれ

ぞれの役割に応じて上げていくというのがターゲットであります。 

 キャリア支援関係で結構な数の教員がいますけども、今年になって、キャリア支援

関係の職員、それから各部局にキャリア支援担当の教員の方たちを対象にしたワーク

ショップを、半日ものを４回開きました。それはなぜかというと、さっき言ったいろ

んな状況の中でいうと、とにかくキャリア支援マインドのある教員が各部局にかなり

の数いないと、学生のいろんな状況をキャッチできない。そこで把握できるものは把

握し、解決できるものは解決し、解決できなければ我々のセンターまで来てもらうと

いう関係を作ることが重要と考えるからです。 

 こういう大きな枠組みをつくって、我々のこの機構は川内キャンパスにあります。

上は青葉山に理系の学部は全部あるという中で、学生は青葉山のほうに行って学部と

大学に行くので、到底把握できないということから、あえて言えば我々はそのキャン

パス全体の教育・学生支援力を高めるためのコアと牽引者になっていろいろやってい

くというふうなスタンスです。もしターゲットと言われたら、程度は違うんですけど

も全教職員です。もう少し言えば院生対象のプログラムを開いていまして、院生自身

がピアサポーターになって同僚の学生や下級生を指導していくといういい循環のサ

イクルを相当長い時間かけてつくっているというのが、最終的なターゲットだという

ふうに思っております。 

 竹内 ありがとうございました。今の点で若干補足をいたしますと、学生さんの参

加というのは非常に重要なポイントになってくるのではないかと思っております。先

行例として、私は最初に国際基督教大学の事例についてお話をいたしましたけれども、

そこのアカデミックプランニング・センターで行っているアカデミックアドバイジン
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グに関しても、学生さんが非常に活躍をなさっていて、そしてそれを職員の方がうま

くコーディネートしながら全体としての機能を高めるということをされています。 

 先ほど羽田先生のところは、学習支援センターに、トータルで年間 3000 件ぐらい

の質問を持ってくる学生がいるということをおっしゃっておられましたけれども、そ

れぐらいの数になってくると、もう本当に教職員だけでそれをやっていくというのは

量的に絶対に不可能になってくるはずです。学内におけるあらゆる人材の活用という

ふうに考えると、やはり学生は非常に大きなリソースだと考えていくしかないのでは

ないかと思っています。 

 それでは、ちょっと余計な補足もいたしましたけれども、今、どなたか手を挙げて

いらっしゃる方がいらっしゃいましたが、はい、どうぞ。 

 戸村 國學院大學の戸村と申します。羽田先生と竹内先生にお伺いします。まず羽

田先生には、今日の内容の中で、最後に東北大学の組織図のスライドを出されて、こ

の全部を包括するようなものが教育・学修支援専門職にも必要だという話をおっしゃ

られたと思うんですけれども。そういう観点の中で今日は枠組みだけでしたので、も

っと内容の点で、具体的にどういうものをいま羽田先生はSDの職員の高機能化に求

めるのかという、プログラム的な観点での細かい点についてご意見をお伺いします。 

 竹内 じゃ、ここで羽田先生にお答えいただきましょうか。 

 羽田 学生支援、学習支援になる一番基本になるコア・コンピテンシーという話が

ありました。これは、私は全体を見る力だと思っています。それは大学とは何か、高

等教育とは何か、学生とは何かという点であって、狭い意味でのFD・SDのくくりに

は関係がないということです。私たちは年間30ぐらいのセミナーを開催しています。

それは高等教育の政策の問題であったり、つい最近はコーチングについて、これは研

究指導などに必要な基本的なスキルなんですけれども、医工学研究科長がずっと開発

に取り組んでいて、それをもとにワークショップを開催しています。 

 それを全部オープンにして、院生も学生も、職員も教員も自由に参加できるように

しています。基本的にそこで教員と学生と職員が、同じ話を聞くときには議論すると

いった中で共有されるマインドが一番コアになる。そういう点では特定のSDについ

て何かというよりは、まず共有するということを前提にしています。 

 その上で、共通になる部分と、やはりリーダーが要ります。本当は各大学の副学長・

理事が来てほしいんですけれども、教育マネジメントのリーダー、これはアカデミッ
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ク・リーダーシップ育成プログラムとして私たちは LAD というプログラムをやって

います。これは履修証明プログラムで、２年間に分けて130時間ぐらい。さまざまな

自分の大学の教育上の課題について、その課題を２年間で解くという履修証明プログ

ラムです。海外の大学に１週間行って交換するというものも含んでいます。 

 トップレベルでマネジメントリーダーを育成し、共通のマインドをつくるというこ

の二つのところと、プラス東北大学の職員対象に、大学職員の開発プログラムという

ものも実行しております。これはむしろ職員同士の学び合いをベースにして、今日は

そこのリーダーになっている人も何人かいますので、もし必要があったらお話をしま

す。以上のように三つの層で進めているということです。 

 戸村 ありがとうございました。それでは、２点目を竹内先生にお伺いします。今

の羽田先生のお話とも関連すると思うんですけど、この千葉大学の新しいプログラム、

実践的SDプログラムですが、今の大学院で、いろんな大学ではそういうSD向けの、

大学職員向けのコースが開講されていると思うんですけれども。この千葉大学でやら

れる新しい取り組みの他大学の大学院教育との違いについて。それから全体のセンタ

ー的な大きなところも目指しているということですので、ほかの大学院との連携など

も考えられているのか。その２点についてお伺いしたいと思います。 

竹内 最初のポイントですけれども、これまで既に羽田先生のところ、あるいは筑

波大学、あるいは愛媛大学などを含めてさまざまな大学教職員の組織的な養成に関す

る活動というのは行われてきているわけです。私どものほうで、各活動の詳細を拝見

させていただいたときの一番大きな印象というか、考えたことというのは、多くのプ

ログラムが大学マネジメントにフォーカスしていて、今回の私どものような、教育・

学修支援という領域に限定した実践的な活動のプログラムはなかったということが

あります。ですからプログラムの内容という点で、私どものやろうとしていることと

いうのは、ほかの大学での活動との関連はゼロではないですけれども、一定程度以上

の独自性は確保されているのではないかと考えています。 

 実際にこれからどういうふうにプログラムを組むかということは、最初に申し上げ

ましたように、現在いろんなヒアリング調査をしておりまして、それをベースに能力

ルーブリックを作成し、それをベースとしたSDプログラムの開発という形の中で具

現化していくわけです。そのときには、恐らくほかでいろいろされているプログラム
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との関連というのは意識しながら、重複しないようには組んでいきたいと考えていま

す。 

 ほかのプログラムとのさまざまな連携についても当然考えないといけないことで、

実は既に羽田先生のところの東北大学の高度教養教育・学生支援機構で先日音頭をと

っていただいて、拠点の関係者が集まって情報交換をするという会がございました。

まずはそういう形で情報交換をしていきながら、それぞれのところの拠点の持ってい

る強みみたいなものが共有されることで、教員、あるいは職員の育成という全体の方

向性がいいものになっていくのではないかなと考えております。 

 私どもの活動の具体的なものとしては、ポータルサイトをつくりたいと思っており

ます。例えばそのポータルサイトにさまざまな、実際に教育関係共同利用機関として

活動されている拠点から情報をいただくといったようなことももちろんあるでしょ

うし、そのような情報をうまく共有していけば、同じ時期に二つの大学で同じような

プログラムをやってしまうなんていうことは避けられるのではないか。そういう無駄

な重複はなるべく起きないような協力というのはしていきたいなというように考え

ています。 

 はい、ありがとうございました。ほかに何かございませんでしょうか。いかがでし

ょうか。こっそり（手が）挙がった森さん、ではもう一度お願いします。 

 森 たびたびすみません、お茶大の森です。篠田先生にお伺いしたいことがあるの

ですが、『Between』の記事で、図３でご説明くださった「専門的職員の２つの型」

というもののうちアカデミック・アドミニストレーターのほう、「（ゼネラルな基礎知

識を持った）スペシャリスト」というものの重要性について非常に深く共感いたしま

した。というのが、図書館というのは大学の中で、こういう存在でありたいと願い続

けてきましたが、その「ゼネラリストとしての」というところがうまくいかずに、大

学の中での存在意義というのが問われているような状況です。こうした存在になって

いくためには、スペシャリストとしての学びというのはもちろん自分たちでやってい

くんですけれども、どうすればこのゼネラリストとしての基礎知識というか力をつけ

ていけるのか。図書館に限らずほかの部署であっても同じようなことが言えると思い

ますが、そのあたりについて何かお話しいただければと思います。 

 篠田 ゼネラリストという、（図３の）左のほうの専門職も「スペシャリティーを

持った」と書いていますのは、単なる全体のことについてよく知っているだけではだ
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めで、自分が得意分野とするというか、深めてきた、育ってきた専門領域をきちんと

持った上で全体がわからないと、やはり大学を改革していくという場合に深い知見が

育ってこないと思います。 

 一方で、図書館とかそれぞれの分野にいらっしゃる方々も、本当の意味で自分たち

のやっていることの意味、あるいはいま何をやらなければいけないかを判断するとい

うときに、自分の、狭いと言ったらちょっと失礼なんですけど、自分の部分最適の発

想のところからだけ見てやっても、全学的にそれが共感されるか、共有されるかとい

うとなかなかそうはならない場面がある。 

 そのためには全学的な、例えば千葉大学では大学全体では何を実現をしようとして

いるかというところと、その中で自分のところが一体どういう役割と、どういう貢献

ができるかという理解がされなければならない。そういうことがベースにならないと、

専門職としての役割というのは本当の意味で果たせないのではないか。つまりいくら

自分のところの専門だけで果たそうとしてもそれは全学に理解できないし、また貢献

するものにもならないかもしれないというような意味合いで、括弧してそういう記述

を書きました。 

 それをどのように育成するのかというのは、これはなかなか確かに難しい問題で、

一遍研修をすればいいということでもないと思います。寺崎（昌男）先生が、「自校

教育」ということを言われていますが、自分の大学が一体どういう目標を持っていて、

その目標を実現するためにどういう計画を持っていて、それを実現するための財務の

状況、人事の状況がどうか、それから自分の大学にはどんな教員がいて、どんな専門

性を持っているのか。つまり自分の大学の全般的な知識を何らかの機会に得るという

か、これは系統的にやっぱりやっていかなければいけない。一遍やったら終わりとい

うことではなく、自分のやっている仕事の段階、段階で、同じことを聞いても理解す

る深さが違いますので、非常に重要だと思います。 

 それから高等教育全体の動きですね。今、大学は何が問題になっていて、高等教育

の動きがどうなっていて、海外の動きがどうなっているかとかいうようなことについ

てもやはり系統的に学んでいく必要があると思います。自校教育などは自分の大学で

しかできませんが、それ以外のものでしたら学外にもいろいろな学習の機会がありま

すので、研修のいろんな仕組みの中にどのように組み込んでいくのか、取り込んでい

くのか。 
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 先ほど学内研修制度の話をしましたが、各大学は新人研修から始まって、いろいろ

な研修を具体的に設定し、結構整備されてきているところがあります。そういう業務

に対する単なる狭い基礎知識だけではなく、全体のことを学ぶような形で学内研修制

度自身も整備していかなければいけないし、学外で積極的に学んでいくのであれば、

海外の大学に行ってみるとかということもある。これはいずれもお金がかかることな

ので、しかるべき資源をきちんと投下していただかなければいけない。そういうこと

を職員のキャリア形成の中に組み込んでいく一方で、専門的な知識ももちろん勉強し

ていかなければなりませんが、段階的にきちんとやっていくことが非常に重要だと思

います。 

 今、各大学の中では、例えば職能資格制度ということに取り組んでいて、名前はい

ろいろありますが、最後は参事とか参与というところまで順々に上がっていく。その

中に研修を組み込んで系統的に育成をしようとしているところがふえてきています。

『私学経営』という雑誌では、最近、特に大手の大学、関西学院大学や京都産業大学

でかなり進んだ職能資格制度というのを持っています。そこでは資格が上がっていく

につれて、そういう研修を受けたり勉強しなければなりません。例えば参事、参与は

部長級というようなことになって、管理者の制度とその能力は分けて取り組んでいる。

段階的にきちんと育成をして、知識を身につけてもらい、あわせてそのポストにふさ

わしい仕事の成果も求めていく。 

 つまり知識だけあっても力にならないと思うんです。やはりその知識を持って、実

際にその大学で自分が目指す、あるいは目標を実現するための改革を自分で仕切って、

やり遂げ、成果を上げるところまで行ったかどうか。つまり知識と実践するというの

とこの両方が合わさって評価というのが出てくる。そういうところがシステムとして

制度設計できていればいいと思いますし、今後、この職員の位置づけが拡大する中で、

整備が進めばいいと思っていますが、そういうことをあわせてやっていかなければな

らないという感じがいたします。 

 竹内 はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。はい、ではどうぞ。 

 鈴木 文教大学の鈴木（正紀）と申します。私も図書館職員として仕事をしており

ますが、篠田先生にお聞きします。森さんも触れられた『Between』の記事を、まだ

斜め読みですが、大変興味深く読ませていただきました。図表３の「専門的職員の２

つの型」というのは、私は、大分前ですけれども、もう亡くなられましたけれども、
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慶應大学の孫福（弘）先生がこのような考えを示されていたなということを思い出し

ました。スタッフ・ディベロプメントというと、通常どうしても個々人、個々の職員

の育成、キャリア形成ということにどうしても比重が移ってしまい、それをどのよう

に組織することによってより大きな力を発揮できるかという点の議論が、そこまでな

かなか展開しないというようなことを私は常々感じておりました。 

 先生がいみじくも図表１のほうで、事務組織の見直しということに触れていらっし

ゃいますけれども、片やこういう専門的職員の育成を進めつつ、組織を整備していく

ということが事実上大切になると思います。羽田先生も、日本の組織の中では、ある

種の専門職を生かすにはなかなか障害があるということをおっしゃっていたかと思

います。イメージで結構ですが、篠田先生のお考えになる望ましい事務組織というも

のをお話しいただければと思います。もしできれば、羽田先生からもお願いします。 

 篠田 ご指摘いただいたとおりで、孫福さん、大学職員論の先達なんですけれども、

そのことは配付をした新聞の記事、『教育学術新聞』の今年の８月ぐらい、中教審の

議論にぜひ注目してほしいという願いで書いた文章です。この一番最後についている

ものですが、ここに引用のところも書いてありまして、裏側というか、最後のほうか

ら下から３段落目のところに「大学職員論の草創期を担ったひとり孫福弘氏もゼネラ

リストとスペシャリストのハイブリッド型プロフェッショナルを職員の最終目標と

し、大学行政管理職員と学術専門職員を位置付けている」、ここから持ってきたもの

ですから全くご指摘のとおりです。 

 同じように『Between』2004年６月号とか、本では『SDが変える大学の未来 大

学事務職員から大学経営人材へ－筑波大学大学研究センター短期集中公開研究会よ

り』というところに展開をされています。出版社は文葉社です。「大学行政管理学会

の調査・研究を通じて明らかになったのも、大学職員の専門性とは特定分野の専門家

だけでなく、高等教育全体に深い知見を持ち、当該大学の基本政策や固有の事情に精

通し改革推進をリードできる人材はゼネラリストの専門性を備えた職員と見なすべ

き」だというのもあります。まとまった論文としては、山本淳司さんという、いま京

都大学の総務部長さんか何かやっていらっしゃる方だと思うんですが。この方が「大

学職員の『専門性』に関する一考察」ということで、『国立大学マネジメント』誌に

発表したものを下敷きにしています。つまり、私が勝手に考えたわけではなくて、や

はり一つの到達があるということだと思います。 
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 狭い意味での教育・研究の深い専門性を持った職員というのも当然重要だし、必要

なんですが、スペシャリティーを持ったそういう専門家だけが専門家ではなく、ゼネ

ラルなところで活躍できるような大学アドミニストレーター的な役割というのも重

要なものだということで、この二つのところを書いたわけです。 

 それが、個人の力だけに焦点を合わせて育成をしていってもなかなか力にならない

というのは、まさにおっしゃるとおりだと思います。例えば育成のときに研修を個人

で受けたりするというだけではなく、人事考課制度、人事評価制度というのも、現時

点ではほとんどが個人の目標を掲げて、個人がそれをいかにチャレンジをして達成を

するかというところに焦点を置いているものが多いですが、大学が実際に改善をして

改革をしていこうとすると、やはりチームで仕事をしていかなければいけないという

形になってきます。これは日本福祉大学の仕事の仕方も個人評価からチーム評価に切

りかえつつあるというか、発展をしつつあるところです。 

 それは事業企画書というものをチームでつくる。この事業企画書というのは、大学

が１年間で目指すべき重点課題について、チームとしてどのように取り組むかという

ことを現場の課長、あるいは中堅職員の方がみずから考えて提案をしていく、そして

チームを組織する。これが100本ぐらい出てくるわけです。例えば退学率を減少させ

るなどというのは一個人ではできないですし、一つの課でもできないテーマですので、

そういう場合にチームで仕事をして成果を上げていって、そこの到達点を見る、評価

をする。このあたりは筑波大学の加藤（毅）さんあたりが OJD というようなことで

提案、提唱されていて、要するに開発行動を通じて職員を育成をしていくということ

なんです。 

 そういう取り組みというのはますます拡大をしていくし、広がっていくのではない

かと思います。改革を推進していく上で職員が、例えばプロジェクトを組織して、改

革のテーマを教員と一緒になって取り組んで成果を上げている大学というのはかな

りふえてきています。つまりトップダウンというか、トップが方針を示すだけで改革

が進むというわけではない。やはり教職員が下から、現場を知っている人たちの力と

知恵をかりて、集団で議論をしてよりよいものをつくって、しかもそれを実践すると

ころまで持っていく。こういう中で力をつけていく、力を養成をしていくというのが、

これからは非常に重要な形になっていくのではないか。 
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 ご質問のご趣旨を十分捉えていないかもしれませんが、それが事務組織のあり方と

してどういう形であらわれているかというと、これは例えば IR 室、企画部門という

のが急速に大学で拡大をしていますけれども、企画部門だけで改革の仕事ができるわ

けではなく、データを集めてくるには各部門と連携をし、どこにどういう問題がある

のかということを組織として進めていく。その提案を、学長や理事長が政策判断の基

礎にして大学全体の改善をしていく。事務職が挙げて大学の未来をつくっていくため

に、知恵を絞って、データを分析をし、提案にまで持っていくという組織的な流れ、

こういうところが非常にうまく機能しているところ、実質的に機能しているところ、

名前は学長室であったり、理事長室であったり、企画室、企画部、IR室といった企画

部門や、総務部であったりもしますが、そこがチームとして改革の中心になりながら

全体の力を結集し大学の進路に貢献をしていく。そして、そういう活動にチャレンジ

をする。 

 これはルーチン業務とは違ったところというか、新たな改革業務です。それに取り

組めば取り組むほど業務量がふえるという話も常に聞くわけですけれども、こういう

仕事を繰り返すことによって成長していくという仕掛け、仕組みが非常に重要です。

事務は処理するための組織から、考える組織、新しいことにチャレンジする組織とい

うように、組織も進化させていかないとだめです。しかもそれは中心的な企画部門は

一つあればいいというのではなく、やはり部門別に、教育なら教育を改革をするため

に教育開発部門というのが、教務課、カリキュラムを執行する部隊の中にきちんとそ

ういう研究・開発する部署、担当者でもいいんですけど位置づける。社会連携なら社

会連携のところに、そういうことを開発していくところが位置づく。研究の分野でも

教員だけがやるのではなく、研究をちゃんと、企業や自治体からいろいろなニーズを

調べてそこに企画を持ち込んでいくというような部隊がますます位置づいて、増えて、

それを全体をうまく統括をしながら仕事をしていくというような流れをぜひつくっ

ていければと思っております。以上です。 

 羽田 私はいま副機構長で、二つのセンターについては事務組織があって、毎週そ

の会議、それから本体の教育・学生支援部には職員が100人ぐらいいて、そこでいろ

んな協力をしたりしているということも実務的にはあります。それから国立大学法人

化の時には、広島大学にいて、広島大学の法人化の制度設計の委員の一人で、人事部

会かな、やってきましたが、その経験からいうと、一般的に事務組織には、一つには
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定型的、経常的な業務をきちんとこなす、それからプロジェクト、課題を遂行してい

く。この二つのところがあって、昔は経常的な業務を淡々とやっていればよかったが、

今は課題というのは組織を超えて横断的に発生していく。しかもそれが10年20年続

くわけではないということを考えると、今の部・課・係制は要らない。そこをまず廃

止することがまず根本的な解決であろうと思います。 

 国立大学でいえば、留学生課と国際交流課と二つあります。学生関係は留学生課で、

教育交流は国際交流課の一部と業務をやっている。組織を細分化して業務を割り振る

が、業務が組織単位で完結するわけではないので、調整にエネルギーを注ぐ。無駄の

骨頂です。細分化した組織をつくるから組織マネジメントの課題として組織間調整が

出てくるけど、これは言わば負荷であって無駄なものだと思います。思い切って部・

課・係を全部廃止して、総務のような経常的業務をやっているところはしっかりやら

なければいけないけれども、その他についてはミッションと課題に合わせて、業務チ

ームの中に教員も職員も含めてやり、６年間なら６年間の中でどういうふうなミッシ

ョンをやるかということに即応して、あとは教育・学生支援専門職があれば、逆に専

門職員を集めてチームをつくる。国際関係をやりたかったら国際関係に通用した職員

を集めて、その方たちで 10 人編成のチームをつくってやる。それで、１人ずつ部局

に配置し、全学の組織にしておいて週に一遍全体で集まる。そういうふうにプロジェ

クトベースで組んでいくということにしたら、もっと早く済むだろうというふうに思

います。 

 確かに部・課・係は仕事がやりやすい。部に何か仕事を振って、その業務分担を課

ごとに配分し、課のもとで係に配分し、その係で１から 10 ぐらいまで仕事をやる。

実際に５人係員がいたら１から３は誰かとかにする。しかし、分業化すると、必要な

ことがあって電話したら「今日休んで出ません」とか。そんなことでは仕事が進まな

いでしょう。問題は、組織にいろんな業務を割りつけて業務分担しても、実際のプロ

ジェクトをやるときにはそこに絶対にはまらない。組織横断的に発生する。こういう

状況の中では、部・課・係という伝統的な制度全体が完全に制度疲労だと思っていま

す。それを、どこかの大学でもって根本的につくりかえて、失敗してもいいからやっ

てみたらおもしろいかなと思います。（笑） 

 竹内 ありがとうございました。この、プロジェクト型でやる従来の部や課の枠組

みを超えてというのは、実は私どものアカデミック・リンク・センターでは 2011 年
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からそれでやってきています。しかも教員と職員を完全にフラットにしてやるという

ことをやりましたので、その効果というか、それが非常に機能するということは、私

は身をもって証明できますので、羽田先生のご意見にはとても賛同いたします。 

 ちょっとその観点でいうと、先ほどの篠田先生のお話を伺っているときに若干気に

なったんですけれども、やはり篠田先生は事務職員の力を高く評価し、信じていらっ

しゃる。さまざまなものを動かしていくときに、事務職員がルーチンをやる人だけで

はなくて、さまざまな企画等々を動かしていく大きな力になる、考える力になるとい

う話でした。そういった場合に、いわゆる教員との関係、つまり教職協働をどういう

ふうに考えていけばいいのかを少しお話しいただければなと思います。篠田先生いか

がでしょうか。 

 篠田 職員を育成するということで、私の体験からも職員の力というのを強調した

話になっていました。それから大学の実際の経営や運営、改革を考えたときに、やは

り現場にいる職員が、今はそんなに力を発揮していないところが圧倒的に多いという

現実も踏まえながら、そこを変えていかない限り大学の改革というのはよくならない。

それは、現在も教員が運営の責任をとってやっている大学が圧倒的に多い中での提起

ということですので、それを強調した話になっていってしまったのではないかと思い

ます。 

 ただ、教員がいなければ当然大学は成り立たないわけですし、教・職協働というの

がベースになっていきますし、教員との関係というのは非常に重要なところだと思い

ます。最近、教・職協働が非常に前進をしてきたというのをアンケート調査なんかで

見ますと、きっかけは認証評価制度ができて、認証評価のデータを分析するというふ

うになったときに、教育・研究について詳しい教員だけでは大学全体の運営というの

が分析できないということです。そのときに初めて職員と一緒にチームを組んで、職

員も初めて認証評価の文章を書くことで、初めて公的な文章らしい文章を書いたとい

う大学が、私が訪問調査をしてわかりましたが結構多い。それをきっかけにして職員

も課題を認識し、教員と一緒に取り組む中で、本当の意味で改革の大きな方向性が見

えてきたり、また教員のすごさもわかるし、教員の側からすると職員と一緒にやらな

いと全体の改革ができないということを認識をしたというようなところも非常にふ

えていて、認証評価制度の影の効果だというふうに思います。 
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 先ほども例に出しましたが、競争的補助金をとるケースも同じようなことが言えま

す。もちろん研究者が中心になって競争的補助金は設計するんですが、一体その補助

金を採択する側は何の狙いで、どんな意図で募集をしているのか。昨年、一昨年はど

の大学がどんな中身の書きぶりで応募して採択を得ているのかというのは、むしろ職

員が得意としている領域で、ここは協力をしていかないと本当の意味で採択まで持っ

ていけないというようなところもあります。そういう意味で、教員と協働をする、挑

戦的な課題にチャレンジする、改革を遂行する中で一緒にやっていくという中で実際

には育ってくる。そこにおける信頼関係を積み上げていかない限り、教員とただ一緒

にやったらいいというだけでは前進をしない。一つの仕事を通して、一つのことを協

働して実現をしていく、成果を上げていくという積み上げが非常に大きいのではない

かと思います。 

 その制度的な仕掛けとして、例えば、私は、一方で職員の力をつけるということと、

職員の運営参画というのは車の両輪、両面だというふうに申し上げています。いくら

教育・学修支援専門職員が力のある者として登場したとしても、カリキュラムは教員

が決めるんだというような運営の仕方の中では役割を果たせるのは非常に限られて

いくということになってくる。そういう力をつけた職員が、実際にカリキュラムを決

めたり、教育方法を改善をしたり、教員のいろんな授業を改革するときに、かなり権

限を持った、あるいは役割を持った形で実際に運営に参加をして、その意思決定を動

かすというところまでは行かないかもしれませんが、協働してやれるような組織運営

体制を構築していかないと、本当の意味での教・職協働というのはできないのではな

いかなというふうに思っております。 

 全国の大学を見渡すと、例えば教育組織の中に職員が正規メンバーとして規定上も

ちゃんと位置づいて入っているかどうかを調査すると、半分ぐらいのところは入って

いますが、まだ半分ぐらいのところは入っていない。この状態では私はだめだと思い

ます。別に陪席しているんだから発言すればいいじゃないかとすぐ言われますが、私

は職員として現場にいましたのでわかりますが、そんなことできないですよね。でき

ないというか、言えるんですけれども、それはやはり職員が参画をするというのは、

ちゃんと権限を持って位置づいて、きちんと組織の中に入れ込むということをするこ

とによって力が発揮できるし、また力をつけなければいかんという自覚も生まれてき

ますので、そこのところが非常に重要です。 
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 そこをやはり今回の改訂でも前進をさせてほしい。教・職協働を定着させるかなめ

というのは、そこのところを前進させないといかんと強く思っております。日本福祉

大学の場合には、最終的には執行役員制度というような大学運営全体を推進する組織

を教員と職員が 12 人ぐらいのメンバー、半々ぐらいでやっています。つまり、経営

部門や運営部門については職員が入り、教学部門については学長補佐や副学長を兼務

している方が執行役員を兼務して、両者が協力をしながら同じ立場で、パラレルな立

場で大学運営を責任を持って担っていこうということです。 

 最初はぎこちなかったですけれども、１年、２年、３年と繰り返すうちに、教員が

上だとか職員が下だとかということはなくなってきました。お互いの理解も進んだと

いうことで、そういう運営組織をどのようにつくっていくのかという面も非常に重要

なところではないかと思いました。 

 竹内 はい、ありがとうございます。今お話に出ましたけれども、教育・学修支援

という領域において、教員の果たす役割と、それから職員の果たすべき役割というの

は実は整理するのが非常に難しいところがあると、羽田先生が先ほどお話の中でおっ

しゃっていましたけれども、やはり何かきちんとやっていこうとすると、リソースの

とりあいみたいなイメージで捉えてしまうという非常に大きな問題があり、なおかつ、

今日、実は午前中に拠点の運営委員会をやっていたんですが、そこに出てきた議論と

いうのもやはり、教育・学修支援専門職というのを事務職員をベースとしてつくった

ときに、教員はそれを受け入れるかといったような日本の高等教育のカルチャーの問

題もあるのではないかということでした。先ほどの篠田先生のお話は、制度をいじる

ことによって、そのような伝統的な考え方というのを壊していく必要があるのではな

いかというお話だったかと思います。 

 先ほどの羽田先生のお話の中では、一番最後のスライドで「教育・学習支援専門職

を確立するための課題」として、幾つものことを挙げていただきました。ここではも

ちろん専門職化のリスク、それからそれに対応する形での総合的な視点の必要性とい

った話がありました。その中でさまざまな議論がされていて、言ってみれば学修支援

から経営支援まで全部を統括できるようなトップマネジメントの存在というのが非

常に重要であり、その下にさまざまな領域の専門家というのがうまく有機的に結合し

ていくことで、総合的に教育・学修支援の専門職能というのが形成されるというお話

だったというふうに私は理解しております。 
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 この羽田先生の描かれた全体の絵の中で、教員と職員の問題というのは、どのよう

に考えていけばいいのかということについて、もう少し先ほどの話から補足してお話

をしていただけるとありがたいと思います。 

 羽田 私はそれほど、教員と職員の二項対立の中で教育・学習が行われているとは

思いません。教室の中でカリキュラムに従って教える、成績を評価する、これだけを

考えると、職員がどこに食い込んでくるかという話になりますが、私の話は、学生は

そういうところだけではなく学習し、学んでいるのであって、それを含めて教員と職

員、学生相談の職員の方もいれば、窓口業務の方もいる。そういう中で一緒に共有を

しているという実態があるので、それほど固定的に考える必要はないのではないかと

思います。 

 竹内 なるほど。 

 羽田 現に、例えば IT を使った授業のときには技術職員の方がいなければ動かせ

ませんし、そういう教育もありますし、逆に技術職員のそういう働き方に合わせて

我々は授業の中身を変えたりしているわけです。だから教育・学習支援専門職という

ことが、教員が行っているシラバスの内容とか授業のあり方に職員が参画していくと

いうふうに逆に誤解されると進まないけれども、それを含めてトータルに学生が学ぶ

環境をどうつくっていくかという点でいえば、既に実態はある。それは教務の窓口の

方、その方たちが学生の側から見て、先生の授業にはこういう問題点があるというこ

とに気づくことで、それがいろんな形で教員に伝わって授業が改善されますね。私は

そんなに懸念する必要はないし、実態として教・職協働は存在している。ただもっと

意識化してやる必要がありますね。 

 竹内 はい、ありがとうございました。今、羽田先生がおっしゃったように実態と

しては教務窓口等を含めて、さまざまなところで職員が教育・学修の支援を行ってい

るという実態はあるわけなんですけれども、そういったものが多くの場合には、言語

化されていないというか、体系的なものとして広く理解されるという形になっていな

いというのが、ひょっとするとこの教育・学修支援を考える場合の大きな課題になっ

ているのではないかと、今日のお話を聞いていて非常に強く感じたところかなと思っ

ております。 
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 それではこちらでしゃべっているばかりでもつまらないので、ぜひまたフロアの皆

さんにもご発言をいただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。――はい、どう

ぞ。 

 森 新潟大学の森と申します。竹内先生にお聞きしたいのですが、このプログラム

のゴールというのは、恐らく最初のスライドの、一番最初のスライド分の一番最後の

スライドのLearning Support CenterをTeaching and Learning Support Centerに

昇格というか、発展させるということだと思いますが、スケジュールというか、日程

イメージというところをお聞かせいただきたいんですけども。 

 竹内 はい、「Learning Support Center から Teaching and Learning Support 

Centerへ」についてですが、私の意識としては、今回共同利用拠点としての活動を始

めたことで、実は既にTeaching and Learning Support Centerに移行したのだと考

えています。これまでのアカデミック・リンクの活動というのは、専ら学生が学習を

するということをどのように支援できるかということで、空間とそれからコンテンツ

と人的支援を考えてきました。それは一定程度の成功をおさめたと評価をしておりま

すけれども、それを今回、我々が行うような教育・学修支援専門職養成という形に展

開をしていくことによって、その視点をさらに広げたということで考えておりますの

で、このTeaching and Learning Support Centerへの移行というのは既に始まって

いるというのが私の理解です。 

 Teaching and Learning Support Centerとして活動して、それでしかるべき成果を

上げるというのが一体いつになるのかというのが、ひょっとしたら今の森さんのご質

問かなと思いますが、それはわからないですよねと言うしかないんです。ただ我々は

２年間の拠点認定を受けておりまして、28年３月末日までが一つの区切りということ

になっておりますので、我々としてはそれよりさらに拠点としての活動を続けていけ

るように、しかるべき成果というのは近々に上げていきたいとは考えております。あ

りがとうございました。 

 はい、どうぞ。 

 大西 千葉大学の大西と申します。私もこの育成の後のことについてちょっと関心

があるんですけれども、こうして育成された専門性のある人材、職員を大学としてど

ういうふうに処遇するかということです。一つ現実的な問題してあるのは人事異動で

す。まさにこの人事異動こそが、特に国立大学にかけては３年ごとに異動するという
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ことで、職員の専門性を育むことを阻害しているというような議論が以前からありま

す。この専門性を持った職員さん、育成された方々を大学として、伝統的な今までの

職員さんと同じ枠で従来のように異動させていくのか。パネリストの方々の理想とす

る姿というのをお聞かせいただければと思います。 

 竹内 はい、ありがとうございました。それではどうしましょうか。まず篠田先生

でよろしいですか。私立大学のマネジメントの関連でということで、その後、羽田先

生お願いします。 

 篠田 私は専門職を、例えばここで育成した人が専門職となるのかどうなのかとい

うのもあまり定かではないですし、要するにそういうプログラムを受けて力をつけた

職員というのをつくり出すと言った場合に、それは確かにおっしゃるように学内に全

くそれが使えないというか、実地に使えないような状況では宝の持ち腐れということ

になりますので、何らかのそういうことを考慮をした形で、人事異動なり人事評価を

していくということが必要だと思います。 

 例えば私がいた日本福祉大学で、もし振り返ってそういうことが専門職を勉強した

職員をどう位置づけるかということになったとすると、日本福祉大学の場合には人事

評価制度、人事考課制度というのをちゃんと持っておりますので、そういう力をつけ

た職員については、昇格なり、評価のときに当然重視をするという形になります。私

どものところでは人事異動は新入職員の場合には 10 年以内に２課、３課と回して、

あとは定着をした形で位置づけるというような一応の異動の原理を持っていますの

で、そういう中に加味をする。 

 管理者についても昇格試験をやっておりますので、その中で当然考えて勉強をして

きたこと、それから論文を書いていただきますので、その論文の中にもそういう力と

いうのが多分反映がされるんじゃないかなと思います。やはりそういうことで勉強を

してきたということが何らかの形で、人事異動だけではなく、その人がどういう職場

で最終的に仕事したのか。もちろん勉強してきたからすぐその分野の職場に行かなけ

れば力が発揮できないということは、これは私はないと思いますので、いろんなとこ

ろを経験をするということの中にそういう学修というのがきちんと位置づけられて、

それが先ほどのお話があったゼネラリストとスペシャリストというか、全体的な視野

と専門性ということに関連してくると思います。そういう視野を持って仕事をすると
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いうことを、きちんと何らかの形で評価をするような仕掛けというのは必要じゃない

かと思います。 

 羽田 私は異動というのはすごく大事なことだと思うんですね。異動しないでそこ

に１カ所にいることは、必ずしもいいことではない。そこの組織が全体としてそのリ

ーダーの色に染まってしまって、新しい考えを取り入れられない、硬直化の原因にも

なります。３年は短いとは思いますが、異動することの意味も同時にある。やっぱり

課長の出来不出来が相当組織を決めますね（笑）。課長になったら同じような職種で

あったほうがいいですね。 

 ですからこれを、職員の成長ステージに合わせていろいろと組んでいく必要がある。

僕が最初に勤めたのが福島大学、小さい大学ですけど、大体、職員系列というのは、

当時は総務系と経理・会計系と、あと教育・学生系と三つに分かれていた。大体３年

ぐらいでころころ回して一巡すると、９年たつと大体人間は飽きがくるか、なれてし

まう。そのときに、三つの中でどこが自分に向いてやりたいかというところで、今度

次のステージへ行ってそこのところだけ集中的に、教務だけ回すとかいうふうにやっ

ていました。 

 同じようにやっぱり３年ぐらい教務、学生、今はそれに情報系と国際系かな、あと

研究系、６系ぐらいになると思いますが、ちょっところころ回してみて、そのときに

教務系については教育・学生支援職としての基本的ないろんなスキルをきちんと身に

つけてもらう。 

 異動をするということは、そこで身につけたことがほかの部署に移動するというこ

とです。園芸学部だけにいてはだめです。園芸学部にいて次に教育学部に行くと、園

芸学部でつけたスキルがそこに移動して、全体としてそのスキルなり考え方が標準化

していく。あるいは本部の教務系に行くのもいい。ちょっとぐるぐる回って、回る中

で今度は教育・学生支援系の課長としてやっていきたいという、何歳ぐらいでなるか

はわからないですけど、そのときには課長職でもって５年ぐらい。でもあまりいると

また、その課長の色に染まって後継者がやりにくいからまた異動する、そんな構造が

想定できます。 

 だから、異動というのをネガティブに専門性が向上しないとかいうふうに考えるの

ではなく、そこで得た見方が大学全体に普及して広がって、同じような見方になって
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いくというふうに考えるべきだと思います。必ずしも固定化して異動のない世界がい

い世界で、専門性が高いとは思えない。両方のバランスが大事だと思います。 

 竹内 では私から申し上げたいと思います。大西さんも前回 ICU の事例を聞かれ

ているかと思うんですけれども、11月に私どものセミナーで ICUのアカデミックプ

ランニング・センターの方に来ていただいて、アカデミックアドバイジングをなさっ

ている方々のお話を伺ったんですが、そこで大変興味深いなと思ったのは、そこで働

いている職員の方は、次に異動すれば多分全く違うところに行く可能性があるとおっ

しゃっていました。ただ、大変興味深いのは、今いらっしゃる方は現職に既に６年い

らっしゃる。ほかの財務とかでは３年で異動する、人事とかでは３年で異動するとい

うことはあるかもしれませんが、アカデミックアドバイジングのところに関しては比

較的長いスパンで異動が設定されている。そうすることによって、一定程度以上の専

門性というのが担保されるという仕組みを、事務職員で異動の中でつくるということ

をなさっていました。 

 これは大変興味深いやり方で、千葉大学でもひょっとしてうまくまねできないかな

と私は考えました。変に専門職というふうにしてしまうよりも、専門的職能を生かす

という観点で、その人の適性であるとか、その方のもちろんスキルを生かして、そう

いう全体のキャリアプランの中で、あるところが長いといったような人事の組み方と

いうのを、大きい組織だったら割と簡単にできるんじゃないかなと思います。 

 そういうやり方というのは一つの方法で、そのプロセスを経ることによって、例え

ば自分のゴールは教育・学修支援のマネジメントのトップをきちんとできるような仕

事になりたいとか、いや、自分は大学のアドミニストレーションのほうがやっぱり向

いていて、そこのしかるべき責任のポストにつきたいといったようなイメージを持っ

ていきながら、その人自身がどういう勉強をしていけばいいか、どういうキャリアを

積んでいけばいいかということをイメージできるようにするというのが大事なこと

なのではないかと、私は個人的には思っております。 

 これはもちろん千葉大で実現できるかどうかというのは別問題で、できればいいな

というふうに妄想はしている、というような状況です。後もうほとんど時間がなくな

ってきてしまいましたので、そろそろまとめに入らせていただきたいと思います。 
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 竹内 今日、篠田先生、それから羽田先生のお二方には実に僭越な言い方をします

けれども、想像するよりもはるかにレベルの高いお話をしていただけたというふうに

考えております。篠田先生には、その長い大学職員としてのキャリアの中で培われた

その専門的な知識と、そしてその中で考察されてきたさまざまな事柄を、今日は教

育・学修支援専門職という切り口で全面的にお示しいただいたと考えております。 

 また羽田先生には、今日のプレゼンテーションにありましたように近代的な大学教

育の発展というその歴史的な視点から、大学のあり方そのものの変化と、そこで働い

ていく人たちのありよう、あるいは大学はどういったことに力を入れて、何をどのよ

うに動かしていけばいいのかということまで含めてお話しいただきました。特にその

中で、教育・学修支援専門職を考えていく上で、どのような業務をどのような組織で、

どのように回していくかということまで含めて具体的な事例をお話しいただけたと

思っております。 

 正直に申し上げて、私は教育・学修支援専門職というのを、最初にパワーポイント

でお示ししたようなイメージで一応捉えておりましたけども、今日のお２人のお話を

伺っていて、もう少し広いパースペクティブと深さをもって考えていかないといけな

いということを改めて認識をさせていただきました。 

 そのような認識のもとに、我々としては、教育・学修支援を今後どのようにやって

いくのかということが、これからの我が国のというとやや口幅ったいですけれども、

我が国の大学の教育の質を左右する大きなポイントになると考えております。また今

日の大学の置かれている状況というのを考えると、18歳で大学に入るときは何してい

いかわからない学生たちが多くなっている中で、大学で４年間学ぶという中で、まさ

にレイトスペシャリゼーションで、入ってから何をどのように学んでいけばいいかと

いうことで、迷う学生たちをいかに少なくしていくかというのが、これからの日本の

大学教育の大きなポイントであるというふうにも思っております。 

 そういったことに役に立つ人材というのをこの教育・学修支援専門職と我々は考え

たい。少なくとも私は考えたいと思っておりますし、千葉大学の教育関係共同利用拠

点がALPSプログラムを展開していく中で、すぐれた人材をうみ出していくというこ

とを、ぜひ目指していきたいと考えております。 

 皆様方には、これからも私どもの活動に温かいご支援をいただきたいと思っており

ますし、私どもでうまくSDプログラムができて、履修証明プログラムがスタートし
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たら、ここにいる皆様方にはぜひ第１期生という形で参加をしていただきたいと思っ

ているところです。 

 大変長い時間になりましたけども、皆様には大変熱心に聞いていただきまして、ま

た熱心に議論に参加していただきましたことに対して、深く感謝を申し上げたいと思

います。また本日、大変刺激的でかつ、インフォーマティブなご講話をいただきまし

た篠田道夫先生と羽田貴史先生に改めてお礼を申し上げたいと思います。どうもあり

がとうございました。（拍手） 

（終了） 
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