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〈あらまし〉大学の授業は通常15週で終わる．しかし，学習者には授業が終わってからも，継
続して学びたいというニーズがある．このニーズを，復習型（授業内容をそれが必要になった
ときにもう一度学び直したい），発展型（授業で習得した内容をさらに展開し，深く学びた
い），学習者変化型（学習者自身の状況が就職などで変化したため，学習が必要となった），
社会変化型（社会が変化したため，授業内容そのものに変化や追加が生じた）の４つに分類
し，これらをサポートするための「持続可能な学習コミュニティ(Sustainable Learning Com-
munity : SLC）」を提案した．
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1.　序論

近年，大学は社会人にも広く門戸を開き，社
会人を対象とした学部や大学院が増えつつあ
る．このような傾向はもちろん喜ばしいことで
あり，それを否定するものではない．しかしな
がら，社会人対象の学部や大学院は，社会人を
大学という枠組みの中に取り込むものである．
いわば，企業から見れば，「ちょっと大学に出
向いて新しい知見や理論を学んでくる」という
ニュアンスに近いものであり，社会のリアルな
現場に直面しつつ，大学と社会とを直に結びつ
けるということにはなっていない．
一方で，大学では半期または通年の授業を履
修し，単位を取得すると，その授業内容は習得
したとみなされる．しかしながら，履修期間を
終了し，単位を取得したからといって，授業内
容すべてを100％理解し，習得したわけではな
い．学習者の中には，習得の度合いが不十分な
ため，履修後も継続して学び続ける必要のある
者もいる．一方で，授業内容に興味を持ち，さ
らに深いレベルの知識や技術を学びたいという
学習者も存在する．

また，卒業生においては就職等によって自身
の状況が変化したことにより，再学習の必要性
を実感することが多い．分野によっては社会の
変化に応じて，授業で扱っていた内容に変化が
生じることもあり，最新の内容を学びたいとい
うニーズも高まっている．
以上のようなニーズが顕在化しているにもか
かわらず，現在の大学では，履修期間終了後に
単位取得者に対して，何らかのフォローアップ
が行われることはほとんどなく，単位取得者の
このようなニーズには対応していない．このよ
うなニーズに対応するには，卒業生を含めた単
位取得者に対する持続可能な学習コミュニティ
（Sustainable Learning Community : SLC）を
提供することが必要である．

OER運動

大学の中で閉じられてきた，教材，テキス
ト，印刷資料，スライドなどの学習リソースを
大学の外に公開しようという運動が盛んになっ
てきている．マサチューセッツ工科大学は2003
年からオープンコースウエア(OCW)という名称
で大学内の教材をWebサイト上に公開してい
る．また，この考え方に賛同した日本の大学



は，日本オープンコースウエアコンソーシアム
を2005年から立ち上げ，2008年の時点で18大
学が加盟し活動している．
このように，大学に蓄積された「知」を公開
し，流通させようとする運動は，Open Educa-
tional Resources (OER)と呼ばれ，OCW以外に
もさまざまな形での活動が行われている．
この報告で提案する「持続可能な学習コミュ
ニティ」はOER運動の考え方を共有している．
つまり，大学で生産された知識は社会で共有す
べきものであり，それを土台としてさらに良い
社会を目指そうとしている．さらに，SLCでは
OERの考え方を拡張して，そこに学習のコミュ
ニティを作り，継続的にいつでも参加・協働が
できるようにしようとしている．

提案

本報告では，持続可能な学習コミュニティ
（SLC）の構想とその概要を提示する．SLCの
特徴は，社会人を大学の枠組みの中に取り込む
のではなく，むしろその枠組みを積極的に取り
払おうとするところにある．古い枠組みを取り
払い，SLCという新しいコミュニティの中で大
学教員，在学生，卒業生，およびそのテーマに
関心のある社会人による交流を図るものであ
る．また，既に単位を取得した在学生および社
会人（卒業生）に対して，単位取得後に継続的
な学習を提供する．
SLCが実現可能と判断された場合，大学は今
よりも一層社会に近づき，社会に開かれた存在
になるための可能な選択肢を提示したと考えら
れる．こうした試みが広がっていけば，大学は
SLCを通して社会と密につながることにより，
学問の独立性を維持しつつ，幅広く，リアルな
社会的な問題をその学問の課題とし，それを解
決していくことによって，社会に貢献できると
考えられる．

2.　４種類のニーズのパターン

SLCは，単位取得後の継続学習の場所として
のオンライン・コミュニティを提供するもので
ある．単位取得後に学習が必要となるケースに
は，以下の４つのパターンが考えられる．
　1　復習型
　2　発展型
　3　学習者変化型
　4　社会変化型

これら４つのパターンについて以下に詳しく
述べる．

2.1　復習型

たとえば，レポートの書き方や統計学のよう
な科目では，基礎的なトレーニングの繰り返し
が中心になる．こうした科目では，知識を吸収
するだけでは不十分で，実際に自分自身が練習
し，指導を受けるというサイクルを何度となく
繰り返すことが必要である．また，ターゲット
とされているスキルが実際に使われるのは，授
業が行われているその時期ではなく，それより
もずっとあとのことが多い．したがって，授業
が終わった時点ではよくわかっていても，実際
に使おうとするその時には，ほとんど忘れてし
まっているということが起こる．これは非常に
非効率的である．
以上のような問題を解決するためには，授業
の復習ができるようなSLCが必要である．つま
り，授業が終了してしまったあと，その内容が
必要な時期が来たら，再び授業内容にアクセス
し，練習したり，指導を受けたりすることがで
きるような場が必要とされている．このような
場を「復習型SLC」と呼ぶ．
現在の大学でも，ライティングセンターとい
う名称で，レポートや論文の書き方についての
助言指導のサービスが行われている．また図書
館ではリファレンス・サービス業務が行われて
いる．復習型SLCは，これに似ている．しか
し，授業内容を基礎として，学習者同士が教え
あうコミュニティ的な活動が行われることが特
徴的である．

2.2　発展型

大学の授業では同系統の科目でも，入門レベ
ル，基礎レベル，応用レベルと分かれている場
合がある．しかしながら，このようにレベル分
けされた科目は，基礎的・中核的な科目に限ら
れており，多くの科目では，単体のまま開講さ
れているのが現状である．とはいえ，ある科目
を履修した学生の中には，さらに深いレベルの
知識や技術を学びたくなったという人も多い．
このような場合の受け皿になるのが発展型SLC
である．
発展型SLCでは，授業内で扱った内容に加え
て，発展的な内容，応用的な内容，関連性のあ
る内容についてフォローする．また，コミュニ



ティ内では，授業内容から展開した話題につい
て継続的に議論することもできる．
このような場は，授業内容に興味を持ち，さ
らに深い議論をしたいという学習者が一定の人
数存在する限り，有効に働くだろう．また，そ
こでの活動をきっかけとして，研究者への道も
開けるだろう．教員としても，自分の専門のコ
ミュニティへの入口としての役割を担わせるこ
とができるだろう．

2.3　学習者変化型

たとえば，大学で文章の書き方を習ったとし
ても，学生が卒業し，就職した時点で，再び文
章の書き方のスキルが求められる．しかし，そ
の時には，ほとんどの学生が授業で習ったこと
を忘れてしまっているだろう．現状では，その
トレーニングを再び大学に求めることはできな
い．一方，企業は，文章の書き方がビジネスに
おいて必要なスキルであると認識してはいる
が，実際に研修を行うノウハウがないため，育
成することができないでいる．このように，就
職等で学習者自身の状況が変化することにより
生まれる新しいニーズに対応しようというの
が，学習者変化型SLCである．
作文などのトレーニング系の学習の場合は，
履修後も継続的なトレーニングが必要であると
考えられる．また，大学では，授業のレポート
を書くトレーニングを行うことが多いが，卒業
し就職すると，レポートではなく，ビジネスの
企画書や報告書等を書かなければならない．在
学生の復習の場になるとともに，学習者の変化
にあわせた学習の場をSLCで提供する必要があ
る．

2.4　社会変化型

大学の授業で扱う内容はシンプル，コンパク
トにまとめられていることが多い．しかし，現
実社会ではそれ以上に複雑な現場が多く，また
時代とともに速いスピードで変化している．こ
の社会変化に対応して授業の内容がアップデー
トされる必要がある．このように社会変化に
よって生まれる新しいニーズに対応しようとい
うのが，社会変化型SLCである．また，逆に変
化するものをフォローすることによって，変化
しないものが浮き彫りにされ，そのことによっ
て学問の中心部分がはっきりと浮かび上がると
いう効果も期待できる．

このようなことは，社会変化に対応した学問
の成長や展開と呼ぶべきものである．履修した
学習者たちが，社会人となり，こうした情報を
持ち寄ってくることによって，授業内容が常に
アップデートされ，現実社会に即したものとし
て価値を高めることになるだろう．このことは
社会変化型SLCを設けることによる副産物では
あるが，学問の成長にとって重要なしくみにな
ることが期待できる．
また，社会変化型SLCは在学生にとってもメ
リットがある．社会変化型SLCでは，現実社会
に即した内容が取り上げられる．そのため，在
学生は，このSLCに参加することにより，現実
社会のリアルな問題点や，現実社会で必要とさ
れている知識や技術について学ぶことができ
る．このようなことは，大学の中では知りえる
ことができないものである．
社会変化型SLCは，社会人だけでなく，教員
や在学生にとって，貴重な学習コミュニティと
なるはずである．

3.　展開

3.1　学生のアクティビティ成果の蓄積

授業の中で生産されたレポートやプレゼン
テーション資料といった学生のアクティビティ
の成果物はたいていはそのままにされ，再活用
されることはめったにない．むしろ，レポート
を学生間でコピーされることを怖れて外部には
出さないようにされている（このため逆に，レ
ポートの共有サイトが流行っているのは皮肉で
ある）．
SLCではこれとは逆に，レポートやプレゼン
テーション資料といった成果物を積極的に公開
し，それを他の人が活用できるようにしようと
する．また，いったん公開された成果物に，評
価（レイティング）やコメント，質疑応答の場
所をシステム側から提供することにより，これ
らの成果物をさらに成長させることを意図して
いる．
これはGoogle 社が試験的に提供している
「Knol」サイトに似ているものになるだろ
う．Knolでは一般の書き手がが独自に項目を立
てて，文章を執筆する．読者はそれに対して，
評価したり，コメントしたり，質問をすること
ができる．このようにして知識の集積がなされ
ていく．SLCでも，レポートやプレゼンテー



ション資料といった成果物を著者の了解のもと
に公開し，それが集積されていくことを狙って
いる．

3.2　完全にオープンなコミュニティ

ここで提案されているSLCは，特定の大学の
在学生や卒業生だけではなく，すべての人々を
コミュニティの仲間として迎えることを想定し
ている．つまり完全にオープンなコミュニティ
である．これは大学の経営を脅かすことになる
のかを考えたい．
この回答はNoである．このことは，すでに
オープンコースウエアの成功で実証されてい
る．つまり，すべての授業を公開したMITは問
題なく存続している．それだけでなく，オープ
ンコースウエアにアクセスした全世界の人々が
それをきっかけとしてMITに集まってくるとい
う現象が見られる．
この事実から考えると，大学は自分の大学の
授業を完全に公開し，しかも，そこにコミュニ
ティを作ることによって，自らの大学の広報活
動にもなり，同時に社会貢献をすることにもな
る．だから，SLCは自分の大学の中で閉じたも
のにはせず，どんな人でも参加可能な完全に
オープンなコミュニティを作るべきであるとい
う方針が立つ．

以上説明した「持続可能な学習コミュニ
ティ」の概念図を図１に示した．
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学習者変化型SLC
社会変化型SLC成果物

図1　持続可能な学習コミュニティの概念図

4.　結論

大学の授業は通常15週で終わる．しかし，学
習者には授業が終わってからも，継続して学び
たいというニーズがある．このニーズを，復習
型（授業内容をそれが必要になったときにもう
一度学び直したい），発展型（授業で習得した
内容をさらに展開し，深く学びたい），学習者
変化型（学習者自身の状況が就職などで変化し
たため，学習が必要となった），社会変化型
（社会が変化したため，授業内容そのものに変
化や追加が生じた）の４つに分類し，これらを
サポートするための「持続可能な学習コミュニ
ティ(Sustainable Learning Community : 
SLC）」を提案した．
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