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国際化する人文学における教育と専門性

　現在、話題となっている人文学の危機は世界的な
現象である。そのような状況下で、各国文学を超え
た文学はどのようにあるべきか、歴史学が長らく無
視してきた女性やマイノリティーについてどのよう
に研究を進めていくか、デジタル・ヒューマニ
ティーズ（DH）は新しい方法を切り開くことがで
きるか、といった様々な問題が論じられている。男
性中心、ヨーロッパ中心となっている理論や方法論
（メソドロジー）からの脱却を目指して研究方法は
変わりつつあり、新しい教授法の導入またはその実
験が行われている。本報告では、教授法（ペダゴ
ジー）に焦点を当てて、カナダの日本文学専門の教
員として、その他の文学、歴史、宗教史、美術史、
人類学を講じる同僚たちのアドバイスを踏まえて実
践している日本学の教授法における様々なアプロー
チを紹介していきたい⑴。
　大学で教員、ポスドク、院生対して教授法の改革
が要求され、研究や校務の忙しい日々の中でペダゴ
ジーに時間を割くことを求められているのはカナダ
でも日本でも同じだろう。現在、カナダの大学では
どのような教え方が期待されているのか、特に日本
文学の授業でどのように取り入れているのかを以下
に説明する。国によって初等から高等までの教育ス
タイルは異なるし、大学によって環境、教室、学生
の姿勢などは違うのだが、いくつか例を取り上げた
なかに役立つ情報があればうれしく思う。

教授法・就職の準備（professionalization）

　カナダと日本では大学教員職への就職の事情は異
なるが、ここではカナダの大学院生にとって就職活

動の一部である教授法の重要性についてまとめる。
研究に関しては最後に「国際化」の問題と共に触れ
たい。
　カナダで日本学を教えることと日本で日本学を教
えるのとでは環境と状況が異なる。しかし、まず学
生の興味を引くことから始めなければならないとい
う点ではカナダでも日本でも同じだろう。昨今の就
職において、教授法を身につけていることは必須の
要件である。文部科学省の素案や資料では、アク
ティブ・ラーニングなどの方法が紹介され、用語集
として提示されているものも海外で行われている教
授法のものであることから、海外での教育を参考に
して日本の高等教育や大学に適用しようとする方針
であるととらえることができる⑵。海外で行われて
いる教育方法が日本の学生に合っているかどうかは
ともかくとして、教育者としてその方針を理解して
おくことは重要だろう。
　まず前提として、国によって組織規模の違いがあ
り、例えば、一人当たりの教員の授業数は全く異な
る⑶。私の大学では、通常、教員一人当たり年間四
コマを持ち、一学期当たりでは二コマの授業を担当
している。したがって、研究と校務とのバランスが
難しいとはいっても日本よりは教授法に力を注ぐ余
裕があるのではないかと思う。この二倍の授業を担
当しているとすれば、授業計画の時間をつくった
り、どんなに画期的な方法でもそれを取り入れたり
する余裕があるのかは疑わしくなる。
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アジア研究学科の院生・ポスドクのトレーニ
ング

　ブリティッシュ・コロンビア大学のアジア学科で
の日本学の院生となると、アメリカの大学での博士
号に比べて相対的にブランド力は低くなる。した
がって、本学の教員たちは、大学教員職の求職の際
にアメリカのアイビー・リーグやエリート州立大学
の博士課程を修了した院生と互角に競えるように、
教授法に関しては特に力を入れて院生を鍛えるよう
にしている。院生のトレーニングとして以下のこと
を行っている。
（1）様々な授業を聴講させること
（2）ティーチング・アシスタント（teaching assis-

tant）とそれに伴う学生評価を経験させること
（3）博士課程の候補になるための総合試験
（comprehensive examination）としてシラバス
形式の試験を課すこと

（4）単独での授業担当と教員によるピア評価
（peer review）を行うこと

（5）ティーチング・ポートフォリオ（teaching 
portfolio）を作らせること

これらのステップについて、シラバスづくり、学生
評価やピア評価、ティーチング・ポートフォリオ、
そして教授法に分けて説明したい。
　院生はまず教授法に優れた教員の授業を定期的に
聴講し、大学内の教育センターのトレーニングを受
け、二年生から授業をサポートするティーチング・
アシスタントを勤めることができる。博士論文執筆
に入ってから単独で授業をもつことが可能になるの
だが、それまでは担当教員のサポートをし、オンラ
イン・コンテンツの準備、宿題やペーパーの採点、
ディスカッションの担当などをし、限定的に授業で
教えることになる。ティーチング・アシスタントで
ありながら、教員と同様に期末に学生から正式な評
価を受けて、この結果がポートフォリオの重要な一
部となる。
　単独で授業を担当するようになるとシラバスづく
りを行うが、授業計画は教員と相談しながら時間を
かけて作成していく。

シラバス

　シラバスは大学によって様式が違うのだか、ブリ
ティッシュ・コロンビア大学の場合は授業目的、学

習成果、授業形式、前提条件、評価方法、学問的誠
実性の声明を書くものと決まっている。とはいえ、
シラバスは学生と教員との契約のはずなのに、形式
がつまらないせいか学生はほとんど読んでいないの
が現実である。それゆえ、シラバスを教育の中で活
かすために、最近では授業の目的、日程、内容をた
だ羅列するのではなく、インフォグラフィックな形
式によるビジュアル・シラバスが作成されている。
　上手なシラバスづくりは就職には不可欠なものだ
とされ、その技術を身に着けるために五、六年前か
らアジア研究学科では博士課程の三年の時に行われ
る博士課程の候補になるための総合試験においてシ
ラバス試験を課している。試験内容に関係する研究
論文を書くか将来の授業のシラバスをつくるかは院
生が選択できるのだが、論文を書くよりもシラバス
の作成の方が大変な作業だと言われている。この試
験が、学生にとっては授業の計画、授業で利用する
テキストや資料選び、教え方について教員と相談し
ながら考える機会となる。
　シラバスの重要さは法律上でも守られており、研
究成果と同様に知的財産（Intellectual Property）と
して教員の知的所有権にあるものとされている。

授業評価

　単独で授業をもつようになると期末評価として学
生からの評価が行われ、それらは全ての成績が提出
されたあとに公開される。教員は様々な評価を受け
るのに慣れており、その中から活かせるコメントだ
けをピックアップして次の授業計画に利用する。し
かし経験が浅いと学生からの厳しい評価にショック
を受ける者も多い。したがって組織化された正式な
評価ではないが、教員に依頼し、授業見学を行って
もらった上で、教授法と学生の反応について話す機
会を設けている。また授業がすべて終わったあとで
学生からの評価を見ても遅いので中間にも一、二
度、インフォーマルな評価を行っておくのがよい。
学生評価のやり方については、オンラインで匿名で
できるように設定する人や簡単に紙を配って名前な
しで質問に答えてもらう人などがいる。このように
学生評価を行うことで、学生たちの要望に応えてい
ると見せる効果があり、学期末の授業評価がよくな
ることもある。
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ティーチング・ポートフォリオ

　北米の大学教員職の就職には、資料として、研究
論文や推薦状の他に、ティーチング・ポートフォリ
オが必要となる。これは文部科学省の用語集で説明
されている「教育業績ファイル」のようなものであ
り、「ティーチング・ポートフォリオの導入により、
①将来の授業の向上と改善、②証拠の提示による教
育活動の正当な評価、③熱心な優れた指導の共有、
などの効果が認められる」⑷とされるものである。
教員やポスドクの募集では「効果的な授業の証拠
（evidence of teaching effectiveness）」が求められて
いる。内容は決まっていないのだか、教授法の説明
（teaching statement）、学生からの評価とその説明、
ピア評価の報告などであり、それに授業のビデオの
リンクを添える人もいる。上の（1）様々な授業の
聴講から（4）単独での授業担当と教員によるピア
評価までのステップを無事に終了すれば教授法の説
明以外のティーチング・ポートフォリオの資料が既
に出来上がっていることになる。
　次に、カナダの日本学の授業がどのようなアプ
ローチに基づき、どのような技法を使って教えられ
ているかを説明する。

教授法─授業の意義と受動学習の問題

　はじめに強調しておきたいのは、様々な教育のメ
ソッドやテクニックがあるので、その中から自分に
合った方法を考えればいいということである。講義
が非常に上手な人、図書館の面白さを学生に伝える
ことができる人、オンラインで有意義なアサインメ
ントが作れる人、パワーポイントをうまく利用でき
る人など、それぞれ違っていていいので自分の得意
なところを活かせばよい。そして時間をかけてつ
くった授業の方法、シラバス、教材、オンライン情
報、ブログなどは共有していくといいだろう。
　教授法で賞をもらっている同僚に何が一番重要な
のかを聞くとまず学生の立場に立つことだと言う。
ほとんどの学生は研究者や教員になりたい訳ではな
くて単位が必要だから授業を登録しているのが現実
である。授業内容を面白いものにすることはもちろ
んだが、何よりもそうした学生たちに人生に役立つ
スキルを与える必要があると考える。私の授業を通
して学生が日本文学に興味を持ち、それを読み続け
てくれるようになるのは理想だが、それ以上に、作

品分析の仕方、プレゼンテーションのやり方、質問
の仕方などを通して論理的思考（critical thinkingを
身に付けさせ、その後の映画、小説、漫画の読みに
も役に立ててもらえるようにするべきだろう。文
学、言語、絵画資料を扱う同僚と共に学生に伝えた
いことは何かを考えて、次のようなスキルを学生に
提供することを決めた。引用の仕方、図書館を利用
した地図、文書、絵画資料などの読み方、質問の仕
方、教室を超えて（博物館、図書館、その他の環境
において）適用できる知識、他言語の文献の利用の
仕方、である。
　日本学の教員は自分の仕事を単に日本のことを学
生に教えることだと思いがちで、情報を伝達するこ
とを目標にしていることがある。しかしそのように
して、教員が学生に対して一方的に情報を伝えよう
とする方法は典型的な受動学習と呼ばれ、学生に
とってはあまり意味がない（学生が寝てしまうこと
もある）。黒板の前に教員が立って、板書をしなが
ら講義することをチョーク・アンド・トーク（chalk 
and talk）と呼ぶが、これなどは典型的な受動学習
である。では能動的な教授法として現在取り入れら
れているものにどのようなものがあるだろうか。

教授法─能動的学習

　レクチャー形式が受動的な方法であるとはよく指
摘されているが、学生の評価も高く、非常に魅力的
な講義をする教員もいる。とはいえ、講義という形
式が学生の学びとして効果的かどうかを調べると、
講義形式で学生の記憶に残るものは少ないという実
験結果が出ている。数年前にニューヨーク・タイム
ズで話題になっていた記事によると、講義形式は効
果があまりない上に差別的なものであるという。講
義を聞いて、理解し、そして自信を持って質疑応答
に参加するのは一部の受講者であり、実験によると
女性、マイノリティー、低収入、第一世代の学生た
ちにとっては特に不利になる。「（大学の）講義が包
括的で公平なものではなく、特定の文化的形式を選
好するので、他の人、特に女性、マイノリティー、
低収入、第一世代の大学生を差別することを示す証
拠が相次いでいる。」⑸

　より根本的な問題として、講義中心の授業には学
生の集中力の時間的限界がある。心理学における注
意の範囲の研究によると、瞬間的に変わる注意の瞬
きと持続的に注意できる時間の制限は異なってい
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る。スクリーンの使用が多くなったため注意の時間
は短くなっていく一方で、一般雑誌の記事の見出し
のようにいうなら「あなたの注意の範囲は金魚より
短い」⑹ということになるらしい。一度に注意でき
る時間は今や 8秒に過ぎないという。ならば学生の
注意が散漫になって、次々と他のことを考えたり、
携帯電話をチェックしたり、窓の外を見たりするの
は当然のことだといえる。人が集中できる時間は一
般的に 20分とされているが、学生を対象にした研
究によると実際のところ 10分なのだという。
　このことが明らかになったことで、講義という学
習形式の終わりを嘆いている学者⑺や 8分制限の講
義形式を考えている学者がいる⑻。例えば、ある教
員は、講義の最初と最後に言いたいことを短くまと
めて伝え、他の内容は学生の反応と興味で変えてい
くやり方をとっているという。こういった方法は学
生主体の学習（student centered learning）と呼ばれ
ている。
　では、学生の講義での集中の限度が 10分から 20
分だとしたら、残りの時間はどのように活用すれば
いいだろうか。以下にアクティブ・ラーニングとい
う能動的学習のアプローチで、どのようなアクティ
ビティが行われているのかをみていこう。
　能動的学習（アクティブ・ラーニング）は 1990
年代から推奨されてきた方法だが、私を含めて、実
際はまだあまり広く取り入れられていない。能動的
学習は大学の典型的な授業の構造、つまり学生がテ
キストを読んできて、教室で講義を聴き、画像を見
るだけの、教授やクラスメートとあまり接触しない
受動的な講義とは全く反対の方法である。簡単に言
えば、アクティビティを中心にした方法である。
　1940年代から行われている研究によると、受動
的学習で学んだことは、二週間後には 50パーセン
ト程度しか頭に残っていない。能動的な方法を取り
入れるとその定着率は 90パーセントまで上がると
されている。一番単純な方法は学生に質問したり、
実験やデモンストレーションを行ったりするやり方
である。その他、クループワーク、ペアワーク、ディ
スカッション、討論、実習、ペーパー執筆は全て能
動的な方法となる。この他に、ゲームや作品造り、
ビデオ制作などの様々な方法がある。
　教室での講義を極端に減らして、教室を完全に実
践の場にする反転教室（flipped classroom）という
のが最近話題を呼んでいる。授業に来る前に学生が

予習として動画でレクチャーと概念の説明を予め見
ておき、授業ではそれを生かした練習と共同作業を
行うのである。学生にとっては理想的な教育方法か
も知れないが、教授にとっては前もって教育コンテ
ンツを作って、収録して、アップロードしないとい
けないわけだから、時間的な負担を考えると共同で
行うのでなければ運用は難しい。しかし反転教室ま
ではいかなくとも、能動的な学習を取り入れる方法
は多様にある。以下に、北米の授業で取り入れられ
ているアクティビティを紹介する。
　数年前にカナダとアメリカの現状を調べるために
ブリティッシュ・コロンビア大学、スタンフォード
大学、バークリー大学、コロンビア大学、UCLA
等に勤務する日本文学の教員に声をかけて、教授法
と授業の姿勢について語ってもらった。そこからは
多くのヒントを得たが大きく分けて、次の三つの特
徴が指摘できる。
（1）学生の知識を生かす
（2）能動的学習
（3）文学＝変動するもの
以下に例を挙げながら具体的にみていく。

学生の知識を生かす

　和歌の研究者からのアドバイスは「専門家の意識
を離れて、学生の立場から始める」ことであった。
　前近代日本文学を教える時には、例えば、和歌の
社会的、文化的、政治的な重要さ、生活における歌
の意味、政治的な場での役割を把握してもらうこと
が重要だが、口頭で説明するだけでは伝わらない。
そこで、現代に置き換えて考えさせるようにするの
である。詩は政治とは全く関わりがないのかどう
か。同僚がよく授業で例にしているのはアメリカ大
統領の就任式である。
　1961年のジョン・F・ケネディ氏の就任式以降、
詩人が就任式用の詩を書いて読むのが習慣となっ
た。残念ながら詩人が毎回呼ばれる訳ではなく、こ
れまでに詩の朗読は、ケネディ氏、クリントン氏、
オバマ氏の主任式の際にしかなかった。（カーター
氏の場合は正式な式の後で詩が読まれた。）1993年
に有名なアフリカ系アメリカ人のマヤ・アンジェ
ルー氏が“On the Pulse of the Morning”をクリント
ン氏の主任式用に書いた。2009年のオバマ氏の就
任式ではハーレム生まれのアフリカ系アメリカ人の
エリザベス・アレクザンダー氏が“Praise Song for 
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the Day,”を読み上げ、2013年には 44歳という最
年少であった同性愛者でヒスパニック系のリチャー
ド・ブランコ Richard Blancoが“One Today”を作っ
て読んだ。
　最初の主任式の詩人であったフロスト氏が 1961
年に書いた詩には、詩人と政治の関わりについて述
べられている。フロスト氏が主任式で読むはずだっ
たのは、“Dedication”という詩だが、86歳のフロ
スト氏は目が悪く、風と日差しの影響で作ったばか
りの詩は読み切ることができないのいうので、実際
の式では、その場で記憶に入っていた別の詩に置き
換えている。その読まれなかった方の、主任式用の
詩には次のように書かれている。

Summoning artists to participate
In the august occasions of the state
Seems something artists ought to celebrate.
Today is for my cause a day of days.
And his be poetry’s old-fashioned praise
Who was the first to think of such a thing.
This verse that in acknowledgement I bring
Goes back to the beginning of the end
Of what had been for centuries the trend;

It makes the prophet in us all presage
The glory of a next Augustan age
Of a power leading from its strength and pride,
Of a young ambition eager to be tried,
Firm in our free beliefs without dismay,
In any game the nations want to play,
A golden age of poetry and power
Of which this noonday’s the beginning hour.

　この詩は二連から成り、新大統領が拓く新しい世
代を寿ぐ内容となっている。とくに二連目には詩の
力と時代について語られている。フロスト氏の詩は
私や学生が生まれる前に書かれたものだが、オバマ
氏の就任式の時のアレクザンダー氏、ブランコ氏の
参加はまだ記憶に新しい。学生がテレビで見た光景
と直接結びつけることによって、和歌のもつ力がよ
りわかりやすくなる。単に「平安時代には和歌がと
ても大事だった」と主張するのではなく、こうした
具体的で身近な例から、詩の文化、政治性、社会に
おける力を現在アメリカやカナダのコンテクストか
ら考えてもらうことができる。例えば日本の歌会始
と比較することによって、歌や詩といった poetry

が実際の生活に関わる社会的・政治的な意味につい
て考えることができるようになる。
　日本古典文学を読むには古代・中世の文化的、歴
史的な背景も必要だが、授業では学生が知らないこ
とを叩き込むのではなくて、既に学生が持っている
知識を利用して説明するやり方を私自身も同僚の授
業から学んできた。学生の知識を生かして、学生と
共に学ぶという点では次の能動的学習という方法と
深く関係している。
　連歌の専門家の授業では、連歌を読みながら、そ
の歴史と習慣について学習するのだが、連歌の書き
方のルールを説明してもその重要さと難しさがなか
なか伝わらない。学生は自分で書いてみてはじめ
て、連歌の深さと面白さに気づくので、毎年授業の
一部として学生に英語で連歌を作らせているという。
　日本の和歌を紹介する授業の中で俳句を書かせる
教員は少なくない。俳句はアメリカやカナダの学生
にとっては大変馴染みのあるジャンルで、小中学校
のカリキュラムにも入っており、6歳ぐらいから
14歳ぐらいまでに俳句を読み書きする機会が何度
もある。俳句といっても英語でつくるのである。た
とえば音節（シラブル）を学ぶ時に、俳句を作らせ
たりするし、季節や風景について考える時も俳句を
書かせる。色や動物や食べ物、さまざまなことがら
について、俳句を書かせるアクティビティはよく利
用されている。俳句はこのように学生たちとって大
変親しみのあるものだから、和歌の専門家は学生を
集めるために俳句を売り文句にすることがある。俳
句を書くのに慣れている学生がその知識を生かして
和歌の形式や文化を学びながら、俳句のことを学び
なおす契機ともなるのである。このようにして学生
の立場にたって、彼らの知識を活かしながら和歌や
連歌へと導いていくのである。
　学生の知識を活かすのは理想的な方法だが、しか
し実際にやってみると学生が日本について様々な先
入観をもっているということもある。その場合は、
学生の知識を深めるために、先ず異化（defamiliar-
ization）というプロセスが大切になってくる。和歌
を教えている同僚がよく言うのは、最初の一週間は
学生が今まで詩に関して思っていた知識に打撃を与
え破壊していくことになるということだ。例えば、
poetryの授業で常識となっている「詩はルールなし
に自由自在に書くものだ」「詩は孤独に書くものだ」
「詩は常に人の気持ち（feelings）を表現するものだ」
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といったような固定概念をどんどんつぶしていく。
そうして、学生はいっしょにテキストを読みながら
新たな知識を学んでいく。つまり、こうした先入観
も学びのきっかけとして利用することができるので
ある。

教授法の他の例

　勅撰集を中心に研究している同僚は歌の関連性を
理解してもらうため、学生にアンソロジーを作って
もらっているという。評価は完成された作品に対し
てだけでなく、そのアンソロジーについて、発表と
ペーパーを通してどのように説明がなされたか、セ
レクションはどのように正当化されているのかに
よって決まる。こうすることで日本古代・中世の和
歌の選び方、評価のし方を学生たちがどれぐらいき
ちんと学んだのかがよく見えてくるという。
　和歌の翻訳で有名な研究者は、授業のなかで歌合
を行い、自分が判者になっているという。和歌の知
識はつくられた作品に関することばかりではない。
和歌の文化の物質的、芸術的な面を同時に学ぶ必要
がある。そのために紙、筆、墨、箱、飲食の歴史を
学べるようにする。つまり、歌の内容だけでなく、
和歌がどのような文化環境において書かれたのかを
実際に経験してもらうのである。
　アクティブ・ラーニングでは授業で学ぶことが教
室以外でも応用できることが重要である。試験や
ペーパーのために記憶しているだけであれば最後の
授業が終われば忘れてしまって当然である。それに
対して、授業で学んだ知識が自分だけでなく他人の
役にも立つのであれば授業に対する意識が変わる。
これについてはのちに詳しくみることにする。

日本文学と教授法─変動する文学

　文学作品は模写、伝承、学習、注釈、改作によっ
て成り立っている。長い歴史をもつからこそ作品を
一つのテキストとして考えるよりも、常に変動して
いるダイナミックなものと捉えられるような授業が
望ましいと私は考えている。それゆえ翻訳の存在や
研究の進展によって解釈は変化するものであり、作
品に対する理解も変わり得ることを翻訳の比較を通
して説明している。『源氏物語』や『伊勢物語』を
読む時には享受史を重視して学生に紹介している。
英語でもレセプション・スタディーズ（受容研究）
の視点から日本の文学を扱った研究がすでにあり、

本として出版されているものもある。2000年に出
版されたにシラネ・ハルオ氏と鈴木登美氏編集の論
文集、『創作された古典　カノン形成・国民国家・
日本文学』と 2010年にロイヤル・タイラー氏の英
訳とジョシュア・モストウ氏の注釈で成る『伊勢物
語』がその例となる。最近、そこにマイケル・エメ
リック氏の『源氏物語─翻訳、古典化、世界文学』
が加わった。
　こういった研究書を学生に読ませるのもいいし、
実際に改作というプロセスを作品に沿って分析さ
せ、学生にもつくってみてもらう方法もある。同僚
の Adaptations of Japanese Classics（日本古典の改
作）の授業では学生は Adaptation（改作、改造、適
応）の理論を学習した上で、日本古典文学がどのよ
うに現代文化まで改作されてきたのかを分析させて
いるという。作品のジャンル（コンベンション、ジャ
ンル）、作品が書かれた時のコンテクスト、そして
改作された時の状況と目的を考察するのである。例
えば、『万葉集』の歌について物語、謡曲、現代作
品まで辿っていく。授業では、試験とレポートだけ
でなく、自分で改作を作ることが課されるので、学
生からは、改作の構想と方法論を経験したことが、
自らの作品に取り組む上でとても参考になるという
感想が寄せられているそうである。
　改作の理論と分析のし方を身に付けられれば他の
文学の授業ではもちろん、読書や芸術鑑賞の時にも
役立つスキルとなる。またこの方法は、教室の中で
文学テキストの解釈にで利用するだけでなく、教室
の外でも映画、音楽、ドラマなどに当てて考えるこ
とも可能である
　その授業で学生が制作した作品は多岐にわたって
おり、たとえば、求塚の謡曲のセリフで成る 40年
代風の無声映画、陶芸作品、それに芥川の河童から
着想したキュウリ入り自家製ビールなどもあった。
これらの作品の意図を説明するには、その元となっ
た世阿弥や鴎外の求塚、芥川龍之介の河童をよく理
解している必要がある。この Learning through doing
という教授法は、学生のモチベーションを刺激し、
いつも以上に勉強に力を注がせる効果がある。
　様々なメディアを利用し、改作の概念を説明する
ことによって、文学作品以外でも役立つ論理的思考
（クリティカル・シンキング）の技術を身に付けて
もらうことができる。そのスキルは大学をでたあ
と、日々の生活の中でも応用できるだろう。
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国際化する人文学における教育と専門性

　もちろんこうした授業を可能にするにはそれぞれ
教員の教える力が必要である。第一に考えられねば
ならないのは、学生をいかに引きつけるのかという
ことである。教員が一方的に教える立場に立つので
はなく、学生の積極的な参加を促していかねばなら
ない。

経験的学習（experiential learning）の例

　最後にいくつかの経験的学習の方法を紹介してか
ら「国際化」という問題に触れたい。以下、授業の
道具として使える学習の方法や技術のツールキット
の例として、同僚が活かしているアクティビティや
アサインメントをリストアップしてみる。

討論（debate）

　教員によっては、授業にディベート（討論）を取
り入れている。課題（topic）を設定し、学生を三
つのグループに分ける。課題に賛成するグループ、
反対するグループ、そして結果を判断するグループ
を決めて、それぞれに研究の時間を与える。賛成
チームが 2分間の発表をし、反対チームがまたそれ
に対する反論を 2分行う。賛成チームが再び最後ま
た 2分で反論をする。そして結果を判断するグルー
プに相談の時間を与えて、どちらのチームの議論に
説得力があったかを発表してもらう。勝ったチーム
に特別な賞（お菓子など）を与えることもある。

ピア評価（peer evaluation）

　伝統的なレポート、ペーパーの場合でも最近は学
生同士の評価（peer evaluation）を取り入れて、学
生が書いてからお互いに評価し合うシステムを導入
している。これは単に教員の仕事を減らすために行
なっているわけではない。学生はお互いを教育する
機会を得ることで、かなりの成績アップの効果があ
る。

ブログ、ウェブサイト、ウィキ

　授業のアサインメントとして学生に共同か単独で
ブログを作らせる例は多い。あるいは授業に登録し
た学生のみが見るウィキや一般に公開されている
ウィキペディアのページを作らせる場合もある。一
般のウィキペディアの日本前近代文学や文化につい
てのページはまだ少ないので、図書館のスタッフと
共に担当した院生のゼミでアサインメントとして、

任意のページを作ってもらうことを試みた。現在英
語のウィキペディアに載っている『源氏物語』の人
物のページと釈教歌（もしくは仏教と歌）のページ
はそのときのゼミの院生が作ったものである⑼。研
究をどのように簡潔に伝えられるのか、ウィキペ
ディアの規則と編集者たちをどう説得するのかとい
う問題を時間をかけて院生たちが解決していった。
実は『源氏物語』の登場人物のリストはこれより遥
かに長いものだったが他の編集者が次々に削ってし
まい、院生の作業を消去してしまったということが
ある。このことは、院生にとってはよくない思い出
を残すことになったが情報の発信のし方を学ぶとい
う意味では私も含めて非常に勉強になった。

博物館や図書館の作業と紹介

　旅文学と地図の研究実習の授業では、毎年ブリ
ティッシュ・コロンビア大学の図書館に入っている
近世の地図を分析してもらっている⑽。貴重図書室
と日本図書の担当者と共同で計画を立てて地図コレ
クションから一点を選んで、学生は一般に向けて
ウェブサイトを通して説明をする。成果をツイッ
ターなどで流して、学生の書いたものを数多くの人
に見てもらうことで、授業に対するモチベーション
と達成感がこれまでと全く違うものとなった。
　日本語ができない学生が多くを占めていた授業
だったが、図書館員の協力によって、様々な研究道
具を得て、熱心な学生にいたっては研究者や専門家
に直接メールで連絡をとるなどしてかなり高度な論
文を書いた例もある。今後、それらの成果を大学の
論文データベースに入れて、地図とリンクして読ん
でもらえるようにする予定である。
　オンラインで学生の研究を公開しなくても、授業
で他の学生の前で発表してもらうだけでもかなり研
究の質は高まる。学生はどうも先生に論文を提出し
て判断されることよりもクラスメートの前で恥をか
くことを嫌がるらしい。学生の発表から、表現のし
方、現代の事象との結びつけ方、パワーポイントの
作り方など、私も学ぶことも多い。
　学部生の授業ではないが、美術館との協力の例も
ある。今回日本に来ている理由は実は隠岐の島で院
生たちと展覧会を企画し、神社で調査をするためで
ある。院生たちに発表の機会もある。これもアク
ティブ・ラーニング、経験的学習、learning through 
doingと言っていいだろう。
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研究法と「国際化」

　報告を企画した時「人文学の国際化」という題を
いただいたのだか、「国際」的になりつつあるとは
いえ「国際」という表現に疑問を投げかけるべきか
もしれない。「国際」集会、「国際」研究会、「国際」
シンポジウムのように現在日本では「国際」という
ことばはとにかくあるニュアンスを添えるだけのあ
まり意味のない言葉となっているように思う。研究
において実りのある本当の国際化を実現するには専
門を超えて日本国内外で意味のあるコラボレーショ
ンを行う必要がある。研究、教授法に関わらず互い
に資料を共有して、様々な地域の教員と学生がお互
いに学ぶことができれば意味のある国際化ができる
であろう。
　以上、カナダの日本学、特に日本文学の授業で活
躍している教員の教授法についていくつか例を挙げ
たわけだが、これはカナダだからこそうまいったと
いうことがあるかもしれない。日本の大学でこれら
の例が応用可能かどうかは今後にかかっている。オ
ンライン授業や学生とソーシャルメディアで関わる
ようにもなった今日、授業の形式は多様化してい
る。その中で教授法は変化を余儀なくされている。
環境は異なるとはいえ、互いに新しい方法を探りな
がら、刺激しあい、人文科学の危機から日本文学研
究を救うことができれば嬉しい。

注
⑴　2016年 11月に、この課題について早稲田大学で発表の
機会を得て、多くの院生、ポスドク、助手、助教と交流
することができた。企画者の河野貴美子先生と陣野英則
先生に感謝したい。
⑵　文部科学省「大学教育部会の審議のまとめについて（素
案）」2012年 3月登録、2017年 8月 29日にアクセス
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/
attach/1318247.htm。用語集：http://www.mext.go.jp/
component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/
2012/10/04/1325048_3.pdf日付なし、2017年 8月 29日に
アクセス。
⑶　新教授法の導入を進めている文部科学省でも書類上で
はこのような違いが認められている。上記の「大学教育
部会の審議のまとめについて（素案）」において、「現在、
我が国の大学の教員の一学期当たりの担当授業時数は 8
コマ程度と比較的多く、かつ、教員の勤務時間における
教育に関する時間の割合は増加している」と書かれている。

⑷　上記用語集、61頁。
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