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Agenda	

•  1)	  自己紹介	  
•  2)	  BLP/GLPの発足･発展	  
•  3)	  どういうリーダーシップか?　なぜリーダー

シップか?	  
•  4)	  （ディープ）アクティブラーニングとリーダー

シップ	  
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自己紹介	  
	  

または	  
	  

どうしてリーダーシップ教育を	  
担当することなったか	
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•  博士課程修了ののち都立大経済学部へ	  
•  約20年間､平和な学者生活	  
•  知事の新大学構想	  
•  21世紀COE獲得で対抗を試みた(2003)	  
•  COEメンバー16人が首都大東京への移籍拒

否､COE返上(2004)	  
– 16人は大急ぎで就活し､全国の大学に再就職	  
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立教大学の経営学部設立(2006)	

•  日向野は金融論の教員として応募→採用内
定(2004秋)	  

•  首都圏で最後発の経営学部	  
•  学部の特徴として､何か新しいものが必要	  
– 国際経営学科｢英語でビジネスを学ぶ｣に即決	  
– 経営学科=なかなか名案がなく､窮余の策で｢リー

ダーシップ｣	  
•  教授会は半信半疑｡代案がないため決定｡	  
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軽い気持ちで引き受けた	  
リーダーシップ・プログラム	

•  都立大の最後の約5年間	  
– 就職事情の悪化対策として､ゼミ中にプレゼン

テーション重視･グループワーク	  
– すぐ効果発揮､就職事情好転	  
– これを立教の新学部でも学年全体でやればいい

のかも?と楽観	  
– COE返上とは逆の､建設的なプロジェクトを渇望	  
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• いま考えると､2005年の日本
で､学部必修のリーダーシップ
教育を始めるということは､ほ
とんど･･･	
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空挺作戦Para-‐trooping	
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•  両陣営の対峙する前線の背後(敵側)に
降りて撹乱するのが任務	  
– 安定飛行している飛行機から飛び降りて	  
– 包囲され孤立	  
– 数的劣位	  
– 補給無し	  
– 本隊が前進(前線が接近)してきて救出され

るまでその場で持ちこたえねばならない	  
• 本隊が前進して来なければ終わり	
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｢補給無し｣	  
2006-‐2007	

•  財源無し(文房具一つから学部事務室に陳
情)	  

•  職員無し	  
•  助教･特任教員無し	  
•  専用スペース無し	  
– 370人､15クラス分の文房具は日向野研究室に毎

週山積み	  
•  教授会は様子見（信頼が補給されない）	  
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Agenda	

•  1)	  自己紹介とBLPの発足	  
•  2)	  BLP/GLPの発展	  
•  3)	  どういうリーダーシップか?　なぜリーダー

シップか?	  
•  4)	  アクティブラーニングとリーダーシップ	
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2008年｢教育GP｣選定	

•  ようやく学部教授会による少々の認知	  
•  事務局設置(助手･嘱託職員採用)	  
•  助教採用開始	  
•  SAの集合トレーニング開始	  
•  教員のアクションラーニング研修導入	  
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前線の接近(本隊の前進)	  
=2011年ごろから	

•  新卒･中途採用･社員教育で若い人のリー
ダーシップが重視されるようになってきた	  
– ｢社会人基礎力｣や｢コミュニケーション能力｣より

もシンプルでグローバル	  
– 伊賀泰代『採用基準』	  

•  アクティブラーニング運動	  
– 溝上さん･河合塾のアクティブラーニング全国調

査	
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教育GP事業終了後の評価(2011年)	
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2006-‐2014年度の成果	

•  2006年度経営学部開設とともに躍進開始	  
•  大手私立大学の｢常識｣を次々に破る	  
– 学生の学部への高い帰属意識	  
•  サークルに入っても多くが辞めてしまうほど学部好き	  
•  SAの志願者多数(3倍以上の応募者)	  

– 学生団体が次々に出現し､学部に対して提案･実行	  
•  現在4団体が個別に活動	  

– 公式学生アンケートで｢進路について相談に乗って
欲しい相手｣で｢大学教員｣がNo.1	  

– サイロ･蛸壺化しないゼミナール	  
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(続き)	
– 不況期も内定順調	  
– B2B企業にも早期から就活(B2Cにまったくこだわ

らない)	  
– 内部進学生の大活躍	  
– ほぼ毎週､他大学･企業から授業視察	  
– 総長･部長会から評価され､経営学部から全学対

象科目GLPに発展(2013-‐)	  
– 職員からの要望で教員が職員のリーダーシップ

開発研修(2013-‐)	  
•  体育会部員･付属校教職員にもリーダーシップ開発	  
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人材開発･組織開発業界からの評価	

•  日本アクションラーニング協会年間賞(2011
年)	  

•  World	  InsLtute	  for	  AcLon	  Learning	  (WIAL)から
Client	  of	  the	  year,	  Academic	  Sectorを受賞
(2014年)	

(c)日向野幹也2015	 17	



全47クラス､年間約1,000人受講	
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リーダーシップと専門知識	

19	

専門知識	リーダーシップ	
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•  BLP紹介ムービー	  
•  (esp.2min20-‐4min30)	  
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アクティブ･ラーニング関係の成果	

•  全クラスがアクティブラーニング､ピアラーニン
グである	  

•  1年生ほぼ全員が一年間このクラスを履修す
るので､2年次の最初から専門ゼミに入るとき
に､PBLやアクティブラーニングは当然のことと
思い込んでいる	  

•  →専門ゼミのアクティブ･ラーニング化が進行	  
•  リーダーシップ教育がアクティブラーニングの

基礎になる	
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下記の概念は知らずに開始し	  
数年後気づいたら全て実行していた	

•  プロジェクト型授業	  
•  産学連携	  
•  アクティブラーニング	  
•  初年次教育でハイ･インパクト	  
•  ピア･ラーニング	  
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目前の問題を解決する必要性から	  
イノベーションが生まれた	

•  1)	  各クラス内容の不均一への学生からの苦
情･教員に相談しづらいSAの悩み	  
→SAの横の繋がり･組織化	  
→教員を巻き込んだ授業改善定例ミーティング	  

•  2)	  多クラス同時並行開講は当初はコスト要因
でしかなかった｡しかし変更不能	  
→SAと教員全員の毎週ミーティングがPDCAとFDの
場になった｡	  
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(続き)	

•  3)	  SGU構想で｢リーダーシップ｣が頻繁に登場
し､旧式リーダーシップ教育流行の危険→他
大学専任教員を立教BLP兼任教員として受け
入れ､BLPのノウハウを持ち帰っていただく
(2015年4月発足)	  
– もはやリーダーシップ教育を立教のパテントにし

ようと試みる段階は過ぎたという判断	  
– 全国の大学･高校でリーダーシップ教育を!	  
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Agenda	

•  1)	  自己紹介とBLPの発足	  
•  2)	  BLP/GLPの発展	  
•  3)	  どういうリーダーシップか?　なぜリーダー

シップか?	  
•  4)	  （ディープ）アクティブラーニングとリーダー

シップ	
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｢リーダーシップ｣のイメージ	

•  役職にある人?	  
•  権限のある人?	  
•  カリスマ?	
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権限･役職･カリスマと関係	  
のないリーダーシップ	

•  これが世界標準になりつつある(アメリカ発で
文化的ダイバーシティ対応を強化したもの)	  

•  ｢リーダーシップと呼ばないほうがいい｣は見
当違い	  
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どういう行動?	

•  Sharing	  the	  goal	  (目標共有)	  
•  SeWng	  the	  example	  (率先垂範)	  
•  Enabling	  others	  (環境整備､同僚支援)	  

•  ↑Kouzes&Posnerの｢5つの準則｣を､さらに簡
略化	  
– 「粘り」｢倫理性｣｢厳しい決断｣なども重要だが､ま

ずは上の3つが最も重要	
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目標共有について	

•  同じ集団・同じプロジェクトについても、	  
– いくつも目標があるのは普通。	  
– 短期・中期・長期など、期間によって多数あるの

も普通。	  
– 更新・変更されるのも普通。	  

•  自分で言い出した成果目標でもいいし、誰か
他の人が言い出した成果目標に賛同して採
用したものでもよい。上司から受けた命令や
要請でもよい。	  
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環境整備について	

•  自分が率先垂範しただけで同僚たちが皆動
いてくれればいいが、そうとは限らない。まだ
動いてくれていない人が、動きやすくなるよう
に環境を作ること。動く障害になっていること
を取り除くことも含む。	
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世界標準のリーダーシップ	  
の日常的な例	

•  電車が遅れた日の駅前タクシー乗り場	  
–  Sharing	  the	  goal	  (皆で早く帰宅する)	  
–  SeWng	  the	  example	  (相乗りを募る)	  
–  Enabling	  others	  (列の後方の人も相乗りを募りやすく

なるように、「あとをお願いします」等の声をかける)	  

•  平常の晩では他のゴールの優先順位が上がっ
てしまって相乗り募集は稀	  

•  東日本大震災では各地で皆が自然にリーダー
シップを発揮	
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このリーダーシップの効能	

•  企業にとっての価値･個人のキャリア形成上
の価値	  
– 権限委譲が円滑に進行し､環境変化に素早く適

応し､イノベーションを生みやすい組織になること
に貢献	  

•  学生生活	  
– アクティブラーニングの担い手になる	  
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リーダーシップと消費者	
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Agenda	

•  1)	  自己紹介	  
•  2)	  BLP/GLPの発足･発展	  
•  3)	  どういうリーダーシップか?　なぜリーダー

シップか?	  
•  4)	  （ディープ）アクティブラーニングとリーダー

シップ	
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Agenda	

•  1)	  自己紹介	  
•  2)	  BLP/GLPの発足･発展	  
•  3)	  どういうリーダーシップか?　なぜリーダー

シップか?	  
•  4)	  （ディープ）アクティブラーニングとリーダー

シップ	
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3つの命題+1つの提言	

•  A)	  アクティブ・ラーニングを促そうとする教員の
試みは、リーダーシップ教育の初歩と同じ。リー
ダーシップ教育はキャリア教育としてだけでなく、
アクティブ・ラーニングへの準備として役立つ	  

•  B)	  リーダーシップがディープに学ばれたかどうか
は、教室外の行動変容に現れる。	  

•  C)	  内向的な学生への励ましとして、「外向的にな
れ」という助言よりもリーダーシップ教育が好適	  

•  D)	  アクティブ・ラーニングと一緒にリーダーシップ
教育をやりませんか？	
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A)	  アクティブ・ラーニングを促そうとす
る教員の試みは、リーダーシップ教育

の初歩と同じ。	  
	  

リーダーシップ教育とアクティブ・ラー
ニングは親和性が高い。	  
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どうアクティブ化を支援するか	

•  学生・生徒が教室内で質問・発言（設定に
よっては「私語」も）することを促す	  
– 教員は、誰かが最初に質問・発言することで、他

の学生・生徒も発言しやすくなることを期待	  

•  安心・安全な環境を準備する	  
– これは初歩のリーダーシップ教育手法と同じ	  
– 学生・生徒の教室内のリーダーシップ発揮を促し

ている	  
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教室内のリーダーシップ	
•  最初に質問する学生・生徒は、単純に自分の

疑問を解きたい・目立ちたい等の動機かもし
れないが	  

•  他の学生・生徒がこれに刺激されて発言する
うちに	  

•  学生・生徒たちが「皆の理解を最大化する」と
いう目標を共有するようになり、ますます率先
垂範・環境整備も行われるようになる	  
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アクティブ・ラーニングの新しい定義	

•  溝上慎一教授の定義「一方向の講義を乗り
越えようとするあらゆる授業の試み」	  

•  新しい定義「学生・生徒のリーダーシップを活
用する授業」	
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B)	  リーダーシップがディープに学ば
れたかどうかは、教室外の行動変

容に現れる。	  
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教室は補助輪つき状態	
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リーダーシップのディープ・ラーニング	

•  学生・生徒が、一つの授業の教室内でだけ
（リーダーシップを発揮して）アクティブラーニ
ングを行なっている状態＝教員が用意する補
助輪（足場）が必要な状態	  

•  他の授業でも、授業外でも、部活でも家庭で
もアルバイト先でも、リーダーシップを発揮で
きるようになって(補助輪が上がった状態）、
初めてディープ・ラーニングになる。	  
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Silent	  class	

•  リーダーシップ教育の定番の一つ	  
•  学生たちだけでも学習できるように仕向ける

演出	  
•  ハイフェッツ教授のものが有名	  
– バリエーションが多数可能	  
– いずれも、授業外・大学外でもリーダーシップを

発揮していく方向へいざなう意図をもつ（リーダー
シップのディープラーニング）	
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アクティブラーニング運動はリーダー
シップ教育を兼ねるほうがよい	

•  文科省のアクティブ・ラーニング運動で、今後
数年間に大学・高校で急速に授業のアクティ
ブ化が進むと予想	  

•  リーダーシップ教育無しにはアクティブ化は危
うい。リーダーシップ教育を少々入れれば
キャリア教育の効果もある。	  

•  特に複数の授業でアクティブ・ラーニングを経
験している生徒は、学校外でも使えるリー
ダーシップにめざめやすい？	  
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C)	  内向的な学生への励ましとして、
「外向的になれ」という助言よりも

リーダーシップ教育が好適	
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•  アクティブ・ラーニングの助けを借りなくても
（独学で、あるいは一方向の講義を聞いてい
るだけで）ディープ・ラーニングに到達できる
学生・生徒も居る。主に内向的な人々。	  

•  彼らにとってはアクティブ・ラーニングは苦痛
（あるいは少なくとも不必要な迂回）かもしれ
ない。	
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内向的な人	

•  週末（充電するとき）48hでも72hでも一人(or
家族だけ）のほうがいい	  

•  自分の価値基準を、他人に合わせて変えるこ
とはしない傾向	  

•  周囲は、「内向的なままだと損するから少しは
外向的になりなさい」と助言する傾向。	  

•  高校・大学教育のアクティブ・ラーニング運動
で辛い目にあう？	

(c)日向野幹也2015	 48	



内向的な人にこそ	  
リーダーシップ教育の価値がある	

•  自分の価値判断にこだわる	  
– リーダーシップ3要素のうち「成果」を見失わない

という強みになる可能性がある	  
•  リーダーシップを鍛えればその「成果」を「共

有」する（できる人を探す）ことができるように
なりうる	  

•  偉大な業績をもつ人々のなかに内向的な人
は少なくない。Cain(2013)	  やCollins	  (2001)参
照。	
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D)	  提言	  
	  

アクティブ・ラーニングと一緒に	  
リーダーシップ教育を	  
やってみませんか？	
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•  アクティブ・ラーニングを行うなら、どのみち
リーダーシップ教育の初歩を行うことになる。	  

•  それなら、教室外でも応用できる（ディープ
ラーニング）ように、最初からこれはリーダー
シップ教育であるという方向づけをしたほう
がよい。	  

•  内向的な人にとっても、リーダーシップ教育
的な意義づけなしには、アクティブ・ラーニン
グは苦痛。	  
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